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新級開始

講習料 全期（ニケ月）二!W

場 所當學會に於て

期 間

一月•四月.七月・九月

每週月.木兩口午後七時 
より二時間宛・ニケ月

★常設初等講習★ ★例會•硏究會★

每迴水曜午後7峙より

ア時20分一9時……輪溝 

9峙より...........茶話會

用書 Fabeloj de Andersen li 
tirft ..........................不耍

出席者每回二十名な越龙,愉快な會 

合です。輪講中文法語法の講義おり 

非常に爲めになります。多數會員の 

出席を歡迎す。



horn mortigaj interesoj.

★第十二年ラ•レヴーオ•オリエンタ第・一號★

LETERO DE PROFESORO ALBERT EINSTEIN
adresita al la konferenco de la internacionalo de mUitrezistantoj

.Ali alparoj vin, delegitoj de la InternacionnIo de Kontraŭmilitistoj, 
sidantaj en Konferenco en Lyon, ear vi reprezentas la Movadon, kiu plej 
certe ibrigos militon. Se vi agas saĝe kaj kuraĝe, vi povos fariĝi la plej 
efJkh grupo de homoj en la plej granda homara penado. Vi疥 reprezentatoj, 
en S6 landoj, posedas eblan j)otencon pli grandan ol la glavo.
. Ciuj nacioj en la mondo parolas pri Alalarmado. Vi devas konduki 
ilin al io krom parolaĉi〇. La, popoloj devas elpreni ĉi-tiun aferon el la 
manoj de ŝtatistoj kaj diplomatoj・ Ili devas firme preni ĝin en siajn 
proprajn manqjn> •

Kiuj pensas ke la milito jam estas forigita, vivas en paradizo de 
sensaĝuloj・ Frontas nin liodian； militarismo multe pli potenca kaj detruebla 
ol la militarismo kiu kaŭzis la katastrofon de la Granda Milito・

Tioci estas la faraĵo de Kegistaroj. Sed iuter la popoloj la ideo pri 
militrezistado disvastiĝas. Vi devas kuraĝe kaj batalelvoke propagandi la 
ideon. Vi devas persvadi la popolojn preni en siajn proprajn manoj u la 
malarmadon, kaj deklari ke ili ne plu partoprencs militon aŭ militpreparoj• 
Vi devas alvoki la laboristojn de ĉiuj landaj ke ili rifuzu unuece fariĝi la 
iloj de

I川 nuntempo ne estas okazo por ruze prokrasti. Vi estas au por aŭ 
kontraŭ lu milito. Se vi estas por milito, vi devas kuraĝigi sciencon, 
financon, industrion, religion kaj laboron uzi siajn povojn por ĥiri vian 
nacian armadon kiel eble plej efikaj kaj mortigaj. Se vi estas kontraŭ 
milito vi devas kuraĝigi ilin rezisti ĝin ĝis la fbrtlimo. Mi alvokns al 
ĉiu leganto de tiuj vortoj ke li faru ĉi-t：un grandan kaj definitivan dŭcidom

Nia generacio paŝu la plej grandan antaŭ pason iam cle la homarano 
Gritan ! Ni kontribuu al niaj j)ostculoj, la netakseblan donacon de mondo 
en kiu la barbarismo de la milito por ĉiam malaperis. Ni p)vas tion fari 
se ni vobs. Nur bezonas ke ĉiu malamanto de milito diru kuraĝe ke li 
ne plu akcoptns militon.

Mi alvokas al ĉiu viro kaj virinoj, eminenta kaj noemi nonta, deklari 
antaŭ ol kunvenos la tutmonda Malarmado-Konferenco en Genova eu 
Februaro, ke ili rifuzos doni ian helpon al milito aŭ militpreparo en Ia 
estonteco. Mi petas ke ili diru tion skribe al sia registaro, kaj eu registri 
tian decidon per skribo al mi dirante ke ili estas tion farinta.

Mi atendas ricevi milojn da respondoj al ĉi-tiu alvoko, fli devus esti 
adresita al mi ĉe Cefbficcjo de War Kesisters^ International,11 Abbey 
Road, En field, Middlesex, Anglujo.

Por ebligi efikan plenumon de tiu-ĉi granda penado mi rajtigis Ja 
flttirigon de la u Einstein War Ilesistors, International Fund" (Einsteina 
Kaso de Interuacionalo de Kontraŭrnilitistoj). Donacoj al la Kaso estas 
sendebla al la Kasistoノ 、V\ R・ I つ!1 Abbcy Road, En field, Middlesex/ 
Anglujo. ； . A・ Einstein.・
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再歸代名詞を中心こして.

1.定  義
從來の「再歸代名詞ミは動作の主語が同I 

取中に於て再び現任れみ場合用ゐられみ代名 

詞なり」或は「單文に於て文の主語が同一文 

中に再現すち場台用ゐられる代名詞むり」过 

いふ定義に從へば,例へば

pgi siajn Suldojn \ 侥伽 ĉies devo.

L(i pagado de siaj ŝuldoj)

に於けみ再歸代名詞の用法屁充分に読明する 

二ざが出來ないcこれは從來の定義が不明瞭

なる文の 念を基礎としてゐるからで外み。

私任炉くの如き文の觀念も避けて動作を中心 

さして考へ「再歸代名詞ミは三人稱たろ動作 

め主S5がその動作の支配する範圍に於て再び 

現(工れち毘合用ゐられる代名詞むり」さいふ 

注義也主張してゐろ。ニれによれば例示の場 

合に於けろsiajの用法を何等の疑問を殘さず

Iて解決出来るのでめる〇 D-ro Lippmann (X 

113下の定義(人が kaiva pronomo estas reapero 

de aganta pere de koncepto esprimada agon} (I 

梅して可なるし,例、[エ!a reĝo kun sia krono 

の如き場合に適用するを得ず」ミ云ってゐみ。 

然し前置詞+名詞 が文中に於て演する役割 

も正しく理解すれば，彼の批難のmalt皿仮で 

あるこざも明かきみみでめらう。

2.主格的deと再歸代名詞
Ŝi vivas el la ŝtelado de tia edzo, lニ於け 

あde sia edzo仁動作を表はす名詞ŝteladoに 

往團しŝiの動作ね示す動詞6说の支配な井 

斥するから，de sia edzo (X de血a edzoに改 

むべきでおろさいふ意見の誤れるこざは前に 

指摘し了:通りでおち(Lalt 〇, XII 6「再歸 

代名詞に關するー問粗」)。私は再歸代名詞ざ 

一般的にde+名詞芒の關係な論じ私の意見 

在理論的に證明したいのでもちが，紙面の都 

令に依り他の腰會に讓って，次にZamenhof 

の著書から:れに關する若干の文例な揭げて 

刀やう。 • .

D・ro Jeddier ••• ne povis sin deteni montri 

llan grandan intereson je la revsno《'e sia 

nialnova lernanto (La Batalo de 1'V>vo 

42/-5).

.... respondis C!emency kun la kutima 

movo de siij membroj ( 〃 46/6).

Urante tion, si penis kaŝi la tremadon de 

«ta voco ・•• (Marta JL06/-2),

....  kong . esoj intcnjaci:y tuj povus kom・ 

enci uzi ĝin por reciproka kompreni^Jido de 

siaj membroj •… (卜lindamenta Krestomatio 

286/6).

むほ私の見解に對すみkontraŭ-ekzemploj 

まだ つも見當らない；iな附言して措く C

3.ザメンホフ文法

語法の組織的硏究を文法(學)ミ謂ふのでお 

4 '文法の補類に關すみ一考察さしてVerda 

Mondo VII 6川崎直一氏「文法む輕蔑すろ 

人々に申上げあ」)。1ĴCS!法の理論的方血む 

對象ミする文法(理論文去)で實踐的方面を 

對象ミミち文法(實際文法)この區別を認ち 

らここが出來宀私逹“語法の理論的研究も 

爲すにし 先づ話法の賓踐的用法な知み二ミ 

を耍する。而して二の實踐的用法を決定する 

もの([praktiko自身でおって決して理論で 

けない。けれミ・も自然語ほどの確寶なる根底 

な有しないエスペラントに於ては,てべての 

Esperantistoの!ingvaĵoも無批判に參照〇ら 

こざ"危險である。私達は從ってザメンホフ 

の著作に多く信賴ぜざるを得なくなみのでお 

ろ。けれごい主意t£Hirならぬニミ(鮎

(1) ザメンホフ文法卽エスペラント文法で 

・任・ない。

G)ザメンホフにも考へちがひがないさ拄 

云へない〇

(3) 彼の著作にも plumerar j p eseraroj 

はかり彳怜み。

(4) 飜求(jビうしても原作のnaciismoの 

影薄も免れQここ等でめる。

(2) について。ザメンホ7 (X ---ĉ u komiko 

sei ĉas fi milan a! si,さ同じ間違も Hamleto \Z 
二度も繰返してゐち。・、1

laŭ lu komuna famo li havas en tiu ci 

punkto neniun egalan al si (163/5)・

Por ĉio venkita kaj ĉio improvizita ili re 

havas egalajn al si en la mondo (64/19).

Zamenhofismo !面白い事實でめ“又最後 

の(4)の點については,從來餘り顧.られむか 

ったけれビも,二れは特に硏究を要する問粗 

である。唯fean然語に対有なる表現(7皿・ 

ismo)が必しもすべてエスペラントにne en- 

kondukehlaTはないニミに注意せよ。例へば 

不宦法を客搭さして修飾すみしのは副詞なり 

ていふ法則.I slavlingvecaでめる〇然ちに工 

スベラントはこのslavismoを採用したでにな 

いか(p^eŭdonaciismo)0 C細く)



La Rabistoj ゝの一節
〔中等講座の岡本氏多忙に付代講.ザ博士譯Rabistoj, Akto II, Sceno!一節〕

Francisko. — Gi daŭras por mi 
tro longe •…Lu doktoro trovas, ke 
li nun resaniĝos,—la vivo de mal
junulo estas eterneco ! Kaj unu mi 
havus liberan ebenan vojon, se ne
estus tiu ĉi ĉagrena persista bulo da 
karno, kiu, simile al la sorĉista
hundo en la fabeloj, baras al mi la 
vojon al miaj trczorqj>

フランツィスコ:待ち遠しい二ざだわい

醫者の見立で(Iおやち・はなほろざ云ふ・

^trovas, ke li rc'sai?igos), ---- おいぼれの生

命厲永劫ち•やむお!して若し此の人困らせ 

の(ĉagrena)頑固な肉塊さへ 居らぬのなら今・ 

われは無碍の(自由なlibera)坦路な行けるの 

だが,氏肉塊奴(kiu)まみでお伽噺に出て來 

〇(en fabeloj)覺法使の犬のように(simile al) 

おれの寳な手に入れみ道を(b vojon al miaj) 

「塞きく さみ(baras al mi)〇

Lia parolado daŭris tro longe.彼の話は長 

くつ£きすぎた。

Li daŭrigis paroladon (daŭrigis paroli). 彼 

は話なつ£けア:。

Li estis senpacienca en atendado.待ち遠し 

くてしびれも切らしてゐ7:。

La vivo de maljunulo .... 本誌 9 月號 p.

264 右欄の說明冬照
〇

libera (行動に拘束なく)[1由なぢやまの

/persisti°tR氣好く頑張ろ,固執すち

'insisti云ひ張4何處迄も主張する

bulo團塊,(丸い)xン(一塊)，球葱の球

なぎ丸い塊)。tia ĉi bulo da karno此の

肉塊(ざはおやち・な指す)。

/la vojo al la stacio停車場への道 

lis vojo al sukceso 成功の道

Sed ĉu miaj proj(ktoj devas sin 
klini sub la feran jugon de la 

* meĥanismo ? Ĉu mia alte fluganta 
spirito devas lasi alligi sin per ĉeno 
al la limaka irado de la materio ? 
Forbio vo de kandelo, kiu jam sen 

tio bruletas nur per la lastaj gutoj 
de sia oleo；— nenio pli ĝi estus ・・・ 
Kaj tamen mi ne volus esti mem lu 
farinto, por Io la homoj min ne 
ataku・ Mi ne volns lin rekte mort
igi, mi volus； kc li mem mortu.
たがおれの計畫t機構の鐵の軌の下に身な 

屈さり戊ならぬのだろうか(心の自由な計我 

I遂行するざなみこ物質的なからくりに支配 

されなら'ぬのか)?我が天がけち(alte 

fluganta)精神(I物質の4»牛の歩みに(al la 

limika i Jado)鐵鎖を以て(per ĉeno)身も縛 

りつけさせりばならぬのか.(devas lasi alligi 

sin)?蠟燭な さふ｝でふ孑消V (fo^blovo de 

kandelo),尤もその蠟燭むろや(kiu)吹き消さ 

すさも(jam sen tio)その油の最後の滴で燼龙 

てゐる厂けのニミだが，その鳖燭の一ご吹き 

—それだけの二こだ(それ以上で仁何もな 

い) だがち•や(Kuj tamen)人がおれ4•攻 

擊せんように(por kc la homoj •••)自ら下手 

人(falinto) T： 3!ざ(1いやち・や。手むでして 

(rekte)奴^殺し•九くはない,奴をひざりでに 

死なす(ke li mem mortu)ようにしたいtの 

だが(mi volus, ke •- )〇

/klini (物な)傾け® (傾斜)

inklini心が或事に傾倒すろ(傾向)

sin klini身を屈する •,ゝ・" •

jugo牛馬に車む.曳かせるア:めその頸につ 

けみu学形の軌(くぴき),それより轉じ 

て强者の自由になり,支酉Eを受ける二芒 

を esti sub la jugo (de la potenculo); sin 

klini sub la jugon de….身を屈して… 

の?3絆の下に身をまかす，束縛されみ 

f masino 機!・戒;vapormaŝino 蒸汽曬關 

^meĥanismo齒車,挺なごの組刁合せたみ機 

構,仕掛

玆(工fi由，奔放たるべき心の計畫が外界物 

質の支酉Eを受け,戏やる精神が束縛な受リ.て 
進まれぬここも云ったしの。 • •

....  lasi alligi sin per ĉeno =lasi, ke oni 

aFligu ĝin per ĉeno.(本誌七月號 p. 200 

左瞞lasi說两參照)。 • ' ■ ： •

Jmaterio (spirito I:對して)物質 
i materialo (materio の具形)材料
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和文エス譯添削
大橋介二郞

(1) 彼女は人から聞い化事を何 

んでも喋って了ふ。

Ŝi elbabilas ĉion, kion oni ra
kontas al ŝi»

約半數がelbabiliも用ひた。只babiliで 

はピントがぼけろ。forbabiliが相當わつ仁。 

Ŝi forbabilig ilin.は，喋り立て、人を追つば 

らう樣な時に用ひて妙。ĉion, kion Ai audas 

de aliaj.勿論二れで結構。rakonti (［身の上 

の專や,擔史,お話しなごな順序よく話す事 

で,書いたものに對していoni rakontasミ 

云へら〇

(2) 何んでも思つ仁事をみんな 

は口にするな，思った事を直ぐ行 

爲に現はすな。

Eldiru ne ĉion, kion vi pensas; 
ne agu kiel via flirta penso ordonas.

この位の處迄は誰でも思ひ付く C次の模範 

文に至って(I鳥渡我々の及ばざる處。

Ne ĉian penson metu fut la langon, ne 

donu tuj al ĉia penso faron. (z)

何んこうまいものでは御座らわか!應葬者 

の、內に一人meti sur la langonも用ひた人が 

在つ兀。口分で造り出しむか，何にかで見た 

か，ビの逍頭のよい人flirtiは本來nio- 

viĝi en la aero だが en figura senco にて上 

の樣にし用ひられる。つ土り，しつかりさ考 

へた事でなく，フラフラしてゐろ考への命ず 

みま、にの意さなみ。

diriは口へ出して莒ふ事には違ひない炉, 

時には單にsciigiの意きもなる。手紙で云っ 

て來た事を，li diris kcさ云へお〇 eldiri (I 

本當に口に出して音ふ事，dhi t paroliも同 

じ樣なものだがelが付くさ違って來ちel

paroli U 發昔すちミ云ふ事。' ［

(3) 私は共の事をよく頭に仕舞 

込むで置きます。そして絕對に忘 

れは致しません。

Mi bone konservos tion en la 
memoro〉kaj absolute ĝin ne forgesos.
其の他 bone, -zorge, enskribi en la cerbo : 

enmetos ĝin profunde al mi en la kapon: 

bone notos等わり,何れも大同小異て'可〇模 

範文:Mi bone «losas ĝin en inia kapo, kaj 

la ŝlosilon ini al vi fbrdonas> (2)(エ Ofelio 

がPolonioに言ふ言菓。成程これでは絕53 

I二忘れられない。ŝlosi en mia kapo (よ血白 

い。konserviは或物な損はぬ標大切にしまっ 

ておくさ云ふ字でkonservi en la memoro (1 

一番よ く 使］］れろ〇 malproksi tna antikveco^ 

pri kiu nenia historio ktmservis cii ni eĉ la 

plej malgrandan dokumenton*  (2)仁有名な 

La unua kongreso の D-ro Zamenhof の演說 

中にあち旬で,歷史が私逹に最少の記錄をも 

保存してゐむい....〇 konservejo貯裁倉。

haltigi en la kapo.が數人あつア:が「頑に留 

めあ」を直譯しf： tのらい、。Miti-(［動い 

てゐろものが止まみ意だから，或物がズウー 

ッざ動いて來て頭の中へ來て止まつれは少 

しおか.1 い〇 、【i tion impresos al inia kapo 

intense.(一案)impresi は io impresas iun 

厂から Tio impresas min neforgeseble ミ'C 

もしないさいけない。intense (I forteの意 

にも用ひられるが「性質上强烈な」でintensa 

malvariBOj frosto, febro, lumo 等に適した百 

葉で，此處ではまづい。 ・ヽ

(4)近頃私はいつも頭がモヤモ 
ャして居る;•バ\・・し*

Lnstntempe mi ĉiam sentas nubojn 
sur la frunto.

Nuntempe mi ĉiam havas vnporon
en mia kapo. /
、この題は同號「他山の石」ミかち合った。 

『の出來(Iみな似たりよったりで，nubo»天
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vaporo, nebulo等を用ひてゐみ〇 mia kapo 

estas nebulaでもよい譯〇 nebuloなんて字は 

ligure に多く 使任れる〇 okuloj vualataj de 

larma nebulo. 一番艮いのを一御紹介する。 

Dum tiuj ĉi lastoj tagoj mi(iam min sentas 

kvazaŭ la cerbo nnĝus en krepusko. 先づ 

文法的にはminな除いてla cerbo以下 

な ke にて括あか、kvazaŭ sentas min kre

puska. ミマちかでないさsentasのakuzativo 

がminで,其の後が連絡を斷仁れて迷惑す 

ろ〇それに してしcerbo naĝas en krepusko 

(1kvazaŭがあちにしても何んだか二科の油 

繪でも見て居ろ樣で變な氣になる。確かに此 

のcerboは少しおかい、。

(10)彼は裸になる迄のむだく 

れた〇

Li drinkis kaj drinkis ĝis la lasta 
cemizo ・

何んの氣なしに出した題だったが,樣々の 

答案の中には二れい》々嬉い、のがおみ。添 

削係も仲々止められむい。「裸になる」の意味 

(:『全財産を呑み盡した』芒も『出先さか何 

處わで在金全部使ひ果して酒場のおやじに持 

參品1もさより外套,上衣,はてはズボン迄 

質に取られた時の狀態』にt兩方にざれる。 

ぎっちにしても律迄取られる譯はない。そニ 

で ĝis la lasta Ĉemizo.1二名譯〇 ĝis li fariĝis 

nudu・和ざ、に段が違ふ〇!asta ĉemizo.が少 

しけ.・かりくっついて居るので丸裸以上に裸の 

感じも出して居る。ĝis K fariĝis nuda.の 

】iを落した人ごsiにした人は御注意。ĝis 

は前置詞及按緻詞だから，siは主語こなり 

得ない;から。trinki (!何んでも液體を嚥下 

すあ意〇 trinki akvon, vinon, trinki 丈でも 

酒な飮む事になろ事もわろ。drinkiはmal

modere trinki ebriigaĵonで，所謂吞むだくれ 

あ〇 drinkulo呑兵衞,だがdrinkejoは看む 

だくれ場ミ云ふ程て•なく單に酒場。

十二月號課題は讀者の御注意i 
編輯部の意向により止めました。 

以下の課題を十一月十日迄に應答 

して下さい。.

⑴_擧兩得•

(2) 貴君の會社に この不況にし拘らず收支 

；償って行けちざけ龙らい。

(3) 彼は時々仕事の于を休めて,うつこりす 

み標な自然の野原を眺めた。

(4) 二れ以上ニの悲哀を見おに忍ぴず,彼戊 

出て庭へ行った。其處に厲白百合が何百 

ご云ふ程咲き揃って居た〇

(5) 抓失禮なる御願にに候へ共Revuo Ori

enta 說へも貴下の幾分の御骨折り願口 

れ問敷く候や。

(6) 今回貴殿「黎圳」ざ稱する月刊雜誌御鉄 

行の由御『紙にて承知，嬉しく存候c .

(7) 贵殿の御企の御成功な心から祈上候。

以下正月號課題——締切 

十一月末II
0)正月じ冥土の旅の一里塚。 ’

(2) 「私は今年中に，少くざもt・人の同志なっ 

＜ろ」ミ彼仁キッパリ云つア:。

(3) tし全エスベランチストがこう確信し, 

實行し讥ら，その結果に賓に驚く可きも 

のであら。

(4) 彼は一生なエフ、ベラントの運動に抹てゐ 

る。だからぎんな困難も彼の道から彼も 

脫線させる事は出來誌いC

(5) 我々共の仕事に有利を齎す方法は多々あ

Z : ••

1. 多くの僻しき友を引きづり込む事。

2. 我*の仕事に新 Iい土地を開く事〇

3. 雜誌に良い記事を書く事。

4・仕事の擴張に對する良き方法を考へ出 

•す事。 …：

5.何か良き著述を發行すろ爭。等Ĉ。

(6) 今度のH«gQ迄に返事をよ!して下さい

(7) いゝきろだ!だから俺が言けん事ち・や 

ない!
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質 疑

★（A） Ĉ：uミĈiujこの使用上の區別を;（B） 

九月中等講座左22行kavaliroj （I en armaĵo 

ご單・數で为り,Virinoj （I silkaj vestojミ複 

數でちり、十號他山の石54 Per rigardo ni— 

ご單數'でめり,58 Oni---sur molaj kusenoj さ 

複數になって居りますが、其のわけせお敎へ 

下さい。（神奈川縣SF氏）

〔答;）（A） Ĉiuはぎれでよい各個のもの 

を指す.卽ち『各々（の），ミ•の…,每…』の意 

で□本語に譯すみさきは場合によっては『（ご 

の）…も…ぜざろしのなし』ミニ垂打ち消し 

〔『ざる』もの『な1』）の如く譯すみさ具合が 

よい事が多い。（英語のevery, eachに常み）。 

Ĉiujはその複敷、卽ちそこにあろ『ごれし; 

れも』の意で『…仁すべて皆』の意さなろ（英 

語のaliに當め。尙ほ-u類の相關詞は本來 

『代形容詞』（卽ち所謂pronomaj adjektivoj） 

でわちがその後に來る名詞を略して拓立に， 

卽ち恰も代名詞の如く川ひられらここも多 

い。その場合は『各々、誰も』,ĉiuj『す 

べて皆』（但しH本語は場合場合によって色 

色云ひ方が變化すら故その場合匸應じて譯あ 

下さMばならĜ仕勿論）。用例:

Ĉiu infano lin amus.彼を愛して居ら）0 

子供はない（甲,乙，丙ミざの子供も皆彼 

も愛してゐる.各于供を一人一人考へた場 

合で單數）。 厂 !

Ĉiu （homo） konas lin,彼な知ら）□者な 

し（各人,ごの人でも彼も知ってゐる）。

Li haltis ĉe ĉiu paso. 一歩每に彼i二足 

な停めた（一歩一歩の毎歩に〕。

（juj infanoj de mia fratino lin amas. 

私の姉の子供は皆彼を愛してゐら（甲,乙, 

丙…の各をの二らず考へた場合,卽ち複 

數）。卽ち單數さIても複數芒してI除外 

のない二过な示す,但し單•吸むらその中の 

一つ一つの各む考へ,複數ならば自然その 

全將の意さむる。 Ĵ・ •

Mi legis ĉiuj u librojn krom tiu （libro）. 

その本の外はの二らずゝ皆）訟みま1r:〇

Li estas la plej juna el ĉiuj.皆の中で彼 

かー番年若て•す。

==Li estas pli juna ol ĉiu el ni.彼は 

吾々の中の誰よりも（誰を尢らんでしその 

各人より）年若です。 ・•

應•答
小坂狷二

Ĉiu estu singarda ! 皆（各 口）用心 L な 

.（Ŭ本語で（工『皆』であるが,吾々中の『そ 

れ夫各自』の意故單數。此の如く □本語は 

場合によって異ち）。

〔注意〕（1）英語で"場合によりよ】•が 

ĉiuj （ali）, tuta （wĥole）の兩方に用ひられみこ 

ミがあるかBれに誤られちむ。Ciujは『個々 

のもの全部,皆』,5伽は或ろ一物の一部金で 

な ＜『全部,全縊』。

Ĉiuj esperantistoj en la urbo.その町苛 

うのエスペランチスト（甲も乙〇全體皆 

（誰も彼も）（卽ち複數）。

La tuta esperantistaro en la urbo. その 

市のエスベランチスト團全體（一画さして 

考へ,その全體な指す,卽ち亂數）

〔注意〕（2）此の外で單複數が英語などに 

於て語が異ってゐみのがわな。

(multa =英 much Cfi) l 

'multaj =英 many (數ノ丿
多くの

(malmulta =英little

* malmultoj =英 few
少しの

（B）複放の名詞に闕係してゐてtその各人 

に就て一つのIのて•才）み時には單數でしよろ

い、目代表單敷』ざ稱すち）。

Lユ soldatoj marŝis kun pafilo sur 血 ŝuKro. 

兵士が鐵砲をかついで進行して行った（兵 

士仁多數でも各口が兩肩に二三挺宛かつい 

で行つ讥のではなく一挺宛片肩にかついで 

“ゐ3のでわるから單•瞰にしたもの。正式じ 

云へば Iua soldatoj marŝis, ĉiu kun p ifi:〇 

sur lu ĥultroでかるが一々そうHふの 

すらはいゝから代表單數ですまして置く〕。

lli etendis la monont kuj ĉiu el ili antaŭ

tenis al li plej ĉarman sukeraĵon （Fabeloj, 

II, 5）.彼等は手を（代表單數）さしのべて 

おいい、お菓子な彼に差し出しむ。

1尢も別々に考へれぱ勿論複數にLてよい。

Jen ni estas antaŭ la forĝejo, kie la fajro 

;brulas kaj la duonnudaj viroj f. apas per la 

martel^ （Fab. II, 80）.吾々（T鍛冶屋の前 

，・に居る，店で（I火がも龙て居り肌わざの男 

が褪で叩いてゐる。

Ni vidas per la okuloj.目で' 見ろ是は兩 

眼の意で複數。但しこう云ふ場合にt代表
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單數を用ひろこさもかる。.

Se okulo ne vidas, koro ne avidas. 目 

厂代表讹?〇さへ見九ば慾は起らり。

御買問の引例中vestojは上衣厂のチョッ 

キ仁のズポンたの色々めるから複數厂kusenoj 

も何枚か!RHT!意味で複敷。Armaĵoは代表: 

單數（『よみひ』全縊で一つ）。

★エス文に於ては英語の如く男性名詞な以て 

兩性力代表するこざを得みや或は常にge-j 

な用ふべ・しのか。尙『彼爭は從兄妹こ•うし 

でちみ』な如何に譯すべゝか。（無名）

〔答〕patro, frato, kuzo等の如く常に男 

女の區別なして用ひみ習慣の語の場合にけ 

ge-jを用ひらがよい。尙ほ從兄妹『ごうし』 

任單に『從兄妹である』さ全く同じこざ故

Iii estas gekuzoj.

でよろし。特に男の從兄ざ,女の從妹でわろ 

こ过な示す必雯ある時に任殊に然り。

〔注意〕語匸よっては男女何れにも用ひら 

れろものがある，こう云ふ語は勿論ge—jな• 

用ひみに及（「〇。 :. 「:

Li kaj ŝi estas veraj kanaj k\j・

參考:

Silentu, virinjo! vi ludas la rolon de 

modestulino, sed mi konas vin jam de longe, 

vi estus ruzi kanajlo・（Geo. Dandin, 16）.

だまれすべた奴!貴樣猫をかぶってゐち 

が昔から知ってゐろぞ,貴樣は著にも棒に 

もか、らぬ奴だ。

尙ほニう云ふ二ざは一般造語にも起ち。

Poste ni interedziĝis. . （Fab. II, 79）

二れ（I intergeedziĝisざわざわざこざわら 

必要がない故geは入れなくさもよい。

Ora edziĝofesto 金婚式

これ;：t gcedziĝofestoミニさわろ必要がな 

い故ge・を略したもの。

Post tri monatoj estos la edziĝo; Ia edziga 

eo leno estos en la nova preĝejo, kaj la cdziĝa 

festo esto^ en la domo de liaj estontaj 

bogepa troj.

★單語elementoの用例,殊に特別なお用例 

を問ふ。（橫濱Sprito氏）

〔答〕『或る物む形成してゐろ一因子』（= 

け〇）の意,卽ち（1）『耍素,成分』,例へば駕 

物形成の耍素,・（2）是は昔日本人は巫物は

『火水風土』の四元素kvar elementoj力・ら出 

來てゐちさ思った（此の持殊用法任本誌一月 

號績I也山の石p. 40左欄參照），（3）今口の 

物理科學の『元素』，（4）學問を築く要素，卽 

ち『初歩，入門』,（5、機械譏構なざを組み立 

てろ耍素なゴの童です〇 Tiu rezono enhavas 

en si elementon de necerteco. 其の理屈に（エ. 

不確かな節があち（1の意、。Li ekstere furi' 

ozfn切elementoj.戶外に荒れ狂ふ風（2雨 

の意）c Elementa geometrio初等幾何學（4 

の意）〇 M血inelementoj齒申,辨なご機械の 

累〇 Li baraktis kiel fiŝo ekster sia elemento^ 

彼は水な離れた魚のようにもがいた（2の火 

水風土中魚のsia elementoミ任水の二ざ）〇 

Li estas en sia elemento, kiam li predikas 

pri sociologio.社會學隹云々すあのは彼が彳爭 

意さする處だ。 ゝ

PARIAO原譯語訂正
『新撰エス和辭典』中P・】53, pariaoの譯 

語过して舊版には『下層民,磯多〔印度〕』が 

與へてわったが蹴多なる語（二日木に於て持殊 

的に用ひられ習慣的に或人々な侮辱すみ意味 

であるこの注意を人阪の某々氏より受けたの 

で早速本培ハ月/汕改版に當り紙型も象眼し 

て『非人』に改訂IまIたが,此の語も矢張 

り磁多のsinonimoさして用ひられてゐる歷 

史わりこの事で，尤もな次第ですから次の改 

版の際に削除いたすこさにしまし/3〇 Pariao 

むる語は印度最下kast〇の賤稱でめり.日本 

の後多さは全く關係なき語でありますし，猶 

太人ざして多大な迫害花受けてゐたZamen

hof の敎へむ奉ずる吾々ざしては一々尤もな 

次第です故改訂Lた次第です。同胞の或人々 

に對して該譯語が今迄planta sentoを或は 

起してゐ了:かも知れまぜん。か、み事は吾な 

过して（Ĥ赧も忌むべきであったのを不用意に 

も黛付かなかった專を兹におlfeします。

大會出席者へ急告

大會第三口 h活撮影所見學記念寫眞は一枚 

送料共二十錢でお须ちします。御入用の方 

は下記へ至念御注文下さい。

京都府龜岡町エスペラント曹及窃

1振替口座大阪75917番） >
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粟飯氐 晋

世界戰爭の再來說

ii月ii日午前ii時。それ找4年3nionの 

間1分每に10名の戰死若を出した世界大戦の 

終つ仁誌である。この人類の大悲劇"我等の 

敬愛する偉人ザーメンホフ博士の尊い生命を 

縮めア:。人戦後平和の組織は國際聯盟に、軍 

縮會議に・仲裁裁判條約に着々芒して進みっ 

っち“しかし『現在戰爭の再來に關すみ數 

多 < の豫言が行はれてゐらのは遣憾に堆へ 

わ』ご仁不戰條約捉唱の功勞苦であろ前米國 

國務卿ヶ□ッグ氏が一九三〇年秋に行はれた 

ノーベル平和賞授與式に於けみ挨拶中の言葉 

である。然らけ果して如何なる戰爭再來の豫 

言が行任れてゐるのでわらうか。

(〇戰爭防止協議會の埔會の席上・エッチ・ 

ジー•リエルス氏は『平和主義者が今一層努 

ヵすらに非ざれは、近東或は夫よりも近い所 

に於て・數年の中に戰爭の起ら二ミは到底免 

かれĥニミ炉出來ぬ』ざ演說した。

⑵ これまで砥々未來の二芒を言ひ當てフ 

ランス政界その他に少からり歸依者を持って 

ゐるフランスの女豫言者テルマス•フラヤ夫 

人はー・九三一卯に就て逐きしア:數項の中に. 

戰爭にはならわが載爭の危險□迫ちご云って 

居り。

(3)前ドイツ陸軍參謀總艮でめったルーデ 

ンドルフ將車はその著書「世界大戰再發の脅 

威」に於て、一九三二年五月ー!］ドイツ、オ 

亠ストリア.ハンがリー.イタリー.勞農口 

シア及びイギリス尊の同盟さフランス・ペル 

ギー、おーランドヽ,レーマニア、チェコスロ 

グアキア等の聯合この戰爭勃歿し.大仕掛な 

空中攻繫及び毒がス攻擊が中央:ヨー ロッパの 

諸都市に加へられ.戰爭は僅か五週間にして 

終りゝ凱歌はフランス側㈱合减に揚げられみ 

ミ書いてゐみ〇

•(り 英田グラスゴー大學敦授で兼りて勞働 

黨の顧問でわいーシス氏は今口のヨーロッ 

・の現勢はかの大戰から血年前の一九〇九年 

の形勢ご同桂になってゐみわら.此の儘で進 

めば.一九三圧年より一九四〇年迄の間に必 

ず第二次世界人戰が勃發するであらうざ絕叫 
い:。 :

(5) ノ\ンガリー國境整理聯盟副會•良チボノレ 

•エクハルト博士に、平和條約によみ國境劃定 

の不公平に端を發して、一九三七年までには 

次の日一ロッパ人戰が起り、發達した兵器や 

化學的集品の使用により都市も.婦人小兒し 

繊滅し・二千年來のキリフ、ト敎文明は沒落し 

て終ふであらうざ說いてゐる。

(6) 勞農聯邦人氏委員會誌議長モロトフ氏 

は一九三一年一月四日開催の屮央執行委員會 

第三次仟議に於て『世界の危機は今尙堪人し 

つ、かる.此の危戏は明かに一九三一年に於 

て頂點に逹すみでわらう』さ述べ・

(7) 中華民國國民政附主席蔣介石氏が國民 

政府及ぴ中央黨部の記念週い一九三一年一 

月 五11、 前後二冋の演說に於て第二次世界戦 

爭か豫言すみが如ミロ吻を洩らして異常なら 

センセーションを捲き起した。同氏に依れば 

支那は現在危險に直面してゐみ。險危ざは第 

二次世界戰爭でめら。ニの世界戰爭は旣に久 

しく各方面に準備を整へられ・いつでI爆發 

すみまでになってゐ"この肚界戦爭にはフ 

ランス、イタリーのみならず、ロシア、ドイ 

ッも參加】すべく、英國の君主政惴は二れが⑬ 

め沒落すみやし知れず・日本、アメリカ兩网 

L勿論碱爭に:1殳す・ちでわらうさ。

(8) パートランド•ラッセ・レは来國は資本 

主義の牛耳な・ざり、勞農ロシアは共産主義國 

の盟主ミむり・ドイツん戦場ざして戰ふので 

めらう。そしてイタリーはロシアに味方して 

佛さ戰ひ、英は中立せq限り、H.支、印は 

英米に敵對するでわらう。かくの如くにして 

西歐な般墟ざなI、疲勞困憊して依戟こむろ 

だらうご云ってゐろ。

二れ等の戰邹再來訓が當ちか注らぬか仕世 

畀各國民の態度一つに懸ってゐろ。如何存ち 

際紛爭L朝爭の如き同胞相役む野益な4方 

法に訴へず.平和的手段により解決しなけれ 

ばなら2。旣に不戰條約わり、阈徐聯盟規約 

あ讥戰爭に訴へる:ごは嚴质に禁止制限せ 

られてゐるc而し二の禁止制限を越•龙て戰爭 

に走み風民は滅亡への道を急ぐしのでわる。
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★NIA TEAこRO, eid. SAT （Biblioteko de Sen- 

naciulo, Serio, Literaturo, N-o 14）, 1931; 

11.5x15 cm., p. 63;定價三十錢・郵傥二錢 

（學會に在庫〉。

劇二篇、詩数篇な收む。しa Ligno vermo : 

一幕.獨逸語より譯、家真工場でアヂ雜誌 

Lignovenno配布の秘密かさがし出さうざす 

ちが給局失敗spionoは反って首になる。 

Ve；saja Kaptito : 一幕.ロシャ語より譯、處 

は巴里、Pele將軍（爆徒を死刑にせよミ威張 

おヽ捕へむれた子息を訪ねて老博士が來ろ. 

子息任父に説き、父は成程尤もださ云ふ.于 

じ李銃な•ざって自殺すみ、老父は傲然さして 

その彪を指し將眄二叫ぶ「血を流した殉難ち・ 

が柩 を出る時が來た・彼门よみがへっておれ 

で共に貴様のいきな•さめてやる』詩ハ篇も亦

.意識的な叫び。［小坂〕

★LA GRANDA LEGO DE RESANIGO, de E.
・ G. Owen, trad. M. S. Butter, eid. London 

Vnitv Centre, 78, Lancaster Gate, Hyde 

l^ark, London W. 2.;12.5 X 15 cin , p.12.

全智全能の神花信じまかぜ切れは为縊はす 

:やかになるご說いĴ: €の。

★エスペラント運動史・エ•ドレーせン若、高 

木弘譯.鐵塔書院出版.1931;14x20 cm., 

P・176,定償ハ十绫.郵睨四錢。

ドレーせンの近著エスペラント運動史.ド 

レー七ンは人も知る如く世界語史の研究者で 

ちり•乂 Esp・の語學理論的硏究家さして. 

サゲエート共和辐邦エスペラント同盟書記掩 

でして仔名なるは人の知る處でちら。初期に 

.•於ける觀念主義の力.初期に於ける組織及改 

艮の試み・等十章に分つ。譯者は高木なる名 

を署名されてゐちが實は我國プロ •エスペラ 

ソト界の霍鎭の一人.從ってその譯文仁流楊 

正確・譯ざして讀むも可.亦ドレーせソの原 

著ざ對比しつ、諛めば學習者の好手引ミして 

妙ならん。凍若者も此の日本譯に對して任多 

大な期待をかけてゐる。卷末にエフ、運動史さ 

世界社會史ごの對照年表を附したのはま;ざ 

によき思ひつ3で、此の著も遙かに意義あら 

しめたものだ。〔小坂〕

★EN LA NEBULO, Eadio-draino de Juuzo 

Jamamoto, trad. Kijohiko Cujuki kun per

meso de la aŭtoro, eid. Japana Esperanto- 

Jnstituto, 1931;11X16 cm., p. 26;定價十 

五錢、郵稅二錢。本學會發行。

嬰兒殺—坂崎出羽守等に依り名聲を馳tf 

られた現代口本文壇の大家山本有三氏が特に 

放送の爲ものされた（甞てJOAKから放送 

され了:事のある）ラチオドラマ「務の中」の 

エス譯でめちc譯疗任新進氣英の同志舞木淸 

彥氏〉山本氏铁本書の飜譯か喜んで許可され 

たきの事。筋は.霧の深い夜ーカムチャッ 

カ通いの貨物船——共處に起った奇怪な事 

件・船僑で三等運椰士ミ船長ごが話している。 

カムチャッカ歸りの船ざの行まちがい、霧厲 

深い、腿ノノ方、瞬間運椰士の眼に映じた盟い 

影、ブイビポートは下されろ、何L無-、、鶴 

岡の行方不明、霧け深い■機關のす、り泣・ 

念佛の聲.蓮輯士は艇長に今辆口分任銘岡を 

なぐったので其れ4怨んで死んだのた'ろうさ 

云う。船長任なためて彼冷那室丈歸す。筋任 

深い・夜中——誰か來ていら、鹤岡だ.…… 
鶴岡待ってくれ!務は彼の腦髓の細胞も迄L 

占しア:カヽ機關の音、舟'i二進み行く ~全文に 

ひろがみ不氣味な霧。此等一切の感じが需木 

氏の努力に依り巧にエス語に移されている事 

（I本誌の諛者には巳知の事でわろう。船に關 

する種々の術語が敎丈られみ。猶Ŝlosilo芒 

して本書の最凌に術語註解のめろのわうれし 

い。コットン紙の手ざわりざ譯者自作の版推 

さは一入吾人の調書欲なそ、ち。〔小野出;）

前號重要正誤

6

29
〃
〃

〃
300

わ
左
右
左
〃
右
〃

行 誤 正

ー】1 partoj da part<>)de

-17 中黒屎惣 中里彌惣

トウシャ

23 敎助 助敎授
17 外圃雜誌 外風向雜誌

28 病癌 病痫
19 la Japana la Japanan



330

北米綠色交歡
〔シャトル

去る七月十日根濱出帆の平安丸も辛うじて 

むこミが出來た程、かなり忙しい出發であ 

ったので、渡米前に學會や橫濱の同志諸氏さ 

打合拄せの準備が出來なかったこざを殘念に 

思ったが・萬事案するよりも生むが易い例に 

漏れず・吾等の同志はが實、何處にでし歡待 

の用意な常に心得てゐて吳れた二ミを知って 

限りない喜ぴざ共に、取越苦勞の憑を恥かし 

くも思ってゐら始末でわみ。シャト〃着後の 

三週間は私の專門の方の用件（合衆國西北部 

に於ける土木工事や工業敎育方面の視察）で 

多忙だつ了:がそれでも.此處のエスペラント 

會のprezidanto: W. Jacksonな發見するの 

（［容易であった。•

ハ月に入ってからの或る夕方、Jacksonに 

電話むかけた。生憎貂守ださ云ふので.彼の 

妻君が出た。私に芒って“初めての英語の通 

話だ。日本で習つ仁英語が此の网へ來て少し 

も役に立たないこさは.多くの日本人が純驗 

してゐる。書けば解ろが、來化頭初仲々日常 

の會話も滿足には行かぬ。まして電話に聞き 

難い〇 S-ino Jacksonの美しい聲も・私の耳 

には一種の音衆に過ぎない。エス語で話さな 

いかさ問へば、答へは妙な發音でmSeibouno 

（malbone）ミ來だ。難滩な通話の後.それで 

も來る火瑚口 （ハ月十八口）午後ハ時から、 

13181— 2 nd ave.の Baliaista Cambro で Esp. 

Kursoがわるから是非來會して吳れ芒云ふ。

その日を待遠しく待った。いよいよ十八 

日、嫌いな英語からしばらくで「舌な解放し 

得る日.タハ時、柬佯のEsp-istaro 表し 

讥やうな氣持でKursĉtimbroに乘り込んだ。 

Jacksonが飛んで來て痛い握手をする。理て 

話してうったこ見之て.丁度、若い男女の 

amoscenoの奇麗な繪で所謂ろrekta metodo 

の愉快な講義をしてゐた講師 W. G・Adams 

も敎壇から降りて來て.たった一人の束洋人 

に敬意な表Iて吳れた。講義は二部に分けて 

やっ てゐみ〇 Komencantoj （!別 室で例の 

S-ino Jacksonから發音を敎はってゐらのだ。 

たから餘り結構な發音をする者のないのも無 

理（工むい。Adams任しうエス話がすっかり板 

についてゐる。靴を云へば.英語流に隋して 

Rの響が輕すぎて少々聞3苦Iい點がないで 

市工 P

. 渡部隆志

もない。再歸代名詞に關すち二三の買疑應紀 

がおって講義が終った。試義中にJacksonが 

私の處へ紙片も持って來た。講義が終ったら 

四五分間皆に話して0って吳れさ云ふのでわ 

る。引請けた。初講の連中も合せて七十餘名・ 

だ。後で聞けば半數がbahaistoの由。彼爭 

にミってし初めての・異國人のエス諸な彼等 

は半解半従の微笑を持って傾聽してゐる。私. 

任年齡に於ても、性別から見てし、二んなに 

不偏な講習會を未だ曾って見7：;ミがないこ 

さ、英語國に於て、二んなに熱心な同志をか・ 

くも多數に見る;この出來お喜び・此のこざ 

については、早速［1本の同志達に報告 

e思ふニミむ芒•について語った〇すぐに 

Adamsが通譯して吳れる。少し話すニざの 

出來る連中（婦人が多いのも珍らい、）が十名 

ばかり殘って十峙すぎまで語るc彼等の多く 

の語るこざは勿論少しも何等の問迫にし85れ 

てゐるのではない。ま仁二三十時間の話義む 

闕いたに過ぎない.彼等は此の不思議な言葉 

で、片言・ながら.n分の意志な此の東洋人に 

通じ・私からそくばくの返答を聞、取み;ざ 

に小兒らしい喜びな覺えてゐるのだc無邪氣・ 

な彼等。だが・私に彼等の中の幾人かさは私 

の滯来中にEsperantoな通じて互に胸憑を開 

いて語り得る幾つかの問?Qも共有する二ミが 

出來ちたらう二过な豫期して歉喜に堪"切 

った。最後にAdamsは私に云っが。今吾々 

（二毎週土擢!!にKadio klasoを試みてゐみ 

ので.次回（二十二!］:に是非北来同志に貴君 

の來意も告げて慾しいさ。私は大きな喜びも 

持って彼の巾入れを請けた。

その翌夜はAdamsに.招かれて彼の部屋で 

夜おそくまで語った。彼はシャトル警察の 

detektivoで指紋の專凹家でめみ。犯人探査 

の興味ある物語な彼（I極めて流暢なエス語で 

語ろ。四十格構の少々目のすごい頑丈な男 

で・一寸つき合ひ難いやうな面構であるが、 

打解けて話し出すさ實に童心滿々愛すべき惡 

童でめる。部屋には拳銃や如激やのこりしの 

道具の外に壁一面に藏書を立て.家具任別さ 

1て遥物むご・は好みに應じて束佯風のものを 

揃之てゐる。次會の際には指较帖む見せろさ 

云ってゐ沢。彼を通して裏面の北米な知る: 
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过は仲々得»!い獲物でおみ。

放送のH二十二口。畫過ぎちミでぐにJack

son がやって來た。今夜貴君が話す原藕を見 

せよさ云ふのだ。すぐに英譯すら。二時間ば 

かり話して彼は歸った。Jacksonのエス語（エ 

まだ腰が据任ってゐない。Siissmuihの英工 

フ、vortaretoを左手に持ちながらゆっくり® 

っくりき話すので仲々聞、方でも骨が折れ 

Z 〇 午後七時半 Bahaista Ĉambro Jackson 

さ落ち合って、West-lake ave. Homcsavings 

Bldg.六階の K. J. R. Radio Studio l二彳亍く〇 

間もなく今夜のエラ語時間の前座、エス會話 

む放送すみ F-ino Genevivo Dunlop ざ F-ino 

marĵorio Proctorさが飛び込んで來た〇飛び 

3りのblondulinoj /: 〇話す暇しなく放送時 

間が來た〇 Esperoの輕丫、彈奏中にJackson 

が二言三言番組な話すc直ちに兩孃の會話。 

內容は時候の挨拶から初まって、次の講習會 

に出席すみかざ問へば・今度新しい帽宁を買 

つ仁から、それを見ざぴらかすためにも是非 

出なければいけないご答ふ。それ3ら一段さ 

身仕舞の話が續き・次に金物の好嫌ひの話。 

Dolĉaĵoは大好物だけれざ、餘り食べら芒虫 

餡をgrasigiするからニれカ・ら诜意しゃう. 

で洪笑。

「朝から晚まで、自分の身の剁りのこざに、 

二んなにzorgemaでなくちかいけないなん 

て.ほんさうに女は一枚損な羽目にな2わ 

ね」で小歎息。處龙夕立がやって來仁。斯し 

い相子difektiしないやうに.过急ぎ退場。 

.よく練習したものさ見えて上出來だった。

引孑緻きJacksonの紹介で私が六分間ば 

かり拶挨し?:〇內容の廣告はやめておかう。 

Jackson任すぐに英譯を放送し、仞せてEsp・ 

で私に感謝な述べ・猶:2「全米の同志話君— 

彼の行く先き先きに於て適當なち案內を請 

ふ」ざ大き < 出て最後に.「我尊の歡喜を貴國 

の共勞者諸君に宜蚊く傳へられよ」こ結ん仁。 

,每週十五分宛ではめるがSeattlc Eocietoの 

此の試》に近い中にきっざい、反響な得るに 

違いない。來る九月三日に（匚當市でEsp. 

Asocio de Nordokcidenta Usono の創立％］議 

會が開かれる筈で、遠く Vantu ver X）・らも代 

表者が來會すち由〇 Washington, 0regon及 

Idaho三州の同志の團結:I北来エス界に大き 

な進展を與へ石Iのでなければならない。

K.J.R. studioを出て私逹（二當市中最高祈 

のGarfield st.のJackson宅に車を飛!エして、 

S-ino Jackson 及彼女の友人 S・ino Housemin 

等の客兰むり夜更迄歡談 い:。（1931. 8.24）；

…北米西北部エス大會

〔於シャト汐市九月三口開催:）

當地方に於けるjara kunvenoが昨九月三 

口午後六時から.下街の盛り場 Maves Caf- 

feteriaで賑々しく開催された。

出席者は近州の者も加へて、老苦男女百餘 

名に及び.出生地別や國籍别に分類すれば・ 

さながら世界人會を小にし化さ變りがなじヽ 

出席者の過半數が婦人でろみのも此の阈らし 

くて面白い傾向である。

定刻、prezidanto,ゝV・Jacksonが開會を宣 

する。十歳の少年Martinが英語で可愛い挨 

拶をする〇 F-ino Nordquistの巧みなpiano 

ludoが合問*々 に入る 。當地エス會の講】帀 

S-ro ヽV・ G. Adams の原作"Patrujd mia n 

を合唱する。國を出ち時.私のエス語の!er

nantoj が贈って吳れ仁綠星旗も壁間に揭げ 

み。彼尊のStandardoに對する特別な敬意一 

は・ 見てゐて寳に氣持がいヽ。

S-ro Jacksonの紹介で私がエスで五分間ば 

かり祝詞謝詞対述べ〇 〇 vicprezidantoが英譯 

して吳れる〇滿場の拍手。S-ro Jacksonの工 

ス語萬歳の長講舌の後、Sekretario, S-ino 

Jacksonの會計報告があり・tfiいて役員改選 

（總て留任）も濟す。終ってから今後の宣侮方 

法其他につき二三の間答がわり.これから每 

月第一木!® 口には此のKafejoで定例晚餐 

會をやらうざいふ二芒にな“突然F-ino 

Nordquistが立上って私の當地滯在中・私も 

名客會員併せて鑼帥ごしてしてなさうご云ひ 

出す。滿場又拍手。少々くすぐったい話だが 

喜んで彼爭の,禮を受けみこざにしア:。

最後に S-ro Adams の a Historio de Esp： 

のエス語交りのparoladoが終ってから任午 

後十時過ぎまで散々繞舌リ散らす。特に猶太 

人S-ro B. Lerinanの如キは極めて!®實な工 

ス語で.淚を流さんばかりの情热で、お互に 

自國語を一語も交之ずにかくいシかい、炎歡 

が出來ろざは.吾等同志の者のみに許された 

特權ださ云って、ちぎれろ程强く私の手を握 

ったものだ。多くの人ア:ちの視線な私たちけ 

感じて强いて激情も隱さなければならなかっ 

た。例の私のstandardoに面して起立し、姿 

勢も正してしa Esperoを高唱し、また心殘り 

な思も感じながら散會い:のが午後十峙半。

北来エス界のprospereco・かくの如きt 〇> 

めりミ找■國にゐる頃想像し出來なかった處 

なので.一入の感激を覺埜ら次第でちち。

•（九月四日 シャトル市にて）ミ
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回顧二十冇五年
(Skizeto de la Esperfnfista Movado en Japanujo)

JC Ossaka

IV.

第二期暗黑時代

明治三十九年末に黄金時代來を思(Iぜ九工 

フ、遲劭は四十二年(1909)には喑黑の淵に沈淪 

Lて了った。東京では會合し開かれず・機關 

雜誌も出す、普及運動は全く停止したが地方 

では橫須賀支部會小坂の努力の外、岡山縣音 

備郡の山問5>£(Minagi)に赤木久太职森屛 

により協會美袋支部が設立.美袋風景繪葉書 

ん發行、廣烏高等師範に廣岛エスペラント俱 

樂部(Estranta Klubo Iliroŝima)が設立〇 後 

者は同校敎授屮目覺が明泊三十八仲九月外遊 

中プリュッセルでEsp.の書馬な買って學び、 

歸朝後大野直枝、杉森此馬.雨松逹一郞敎授 

等六名の會員も彳・て四十二年一月二十六!］俱 

樂部な組織.每週二冋种令研究。I廉物数空の 

標本等一切エス語か用ふみさ云ふ熱心さ。協 

會の千布より供合の中込みおり、協會支部さ 

ない プ;月匝松任鹿兒島高等農林敎授に轉じ 

局地に會員七名な得て俱樂部設立。

明治四十三¥(1910)幸ひ外遊中の黑板勝裘 

歸紂、三口十二ロ學士會事務所に久〃にて會 

合、妥孫r等出川:歡迎の意を表し、例會を復 

活すみ事ミ〔ハ在京會貝に通知して四片七U 

學上秤に例會も催す。黑板、千布、女孫子、 

田中克三、理學傅士屮村精男.一高敎授閒逸 

人Junker.內田莊一、鈴木泰、山鹿泰治、毛 

塚謙太郞(新入)・小坂出席。中村任旅行中JS 

逸ポッグムのSchimidt曲上かり賈下が臺長 

たろ日本の中央氣象臺の戟告な貰ふが遗隠乍 

ら立派な報告も諛めない、せめて內容だけで 

もエス語で示され仁いざ云はれて.歸途诉究 

を始め、歸胡後H本エス協會を捜して有樂町 

中を歩いア:が、もさより有樂社內に假設され 

てゐろのだから尋り出せら筈しなくヽ手紙で 

照會してやつこ入會さnた。小坂!,陸軍もや 

めて洛一岛等學校に入學在京、始めて東京の 

會合に出席。東京の連中が口本語のみで話し 

てゐみので向む張ってエス語で橫須賀支部の 

報告をなす。中村囲士始めてエス語な聞いた 

がよくわかったご感想花述べみ。爾後每月第 

二木曜□舉士會に例會を開く二ミに決定。

千布の外國向火雜誌發行に對し協會創立者 

探板呼士は無謀の擧である壬不賛成。前述の 

如く Japnna Eepcrantistoは第一號(四另に 

發行)及第二號を出して休刊の止I/なきに至 

り.千布は病氣其職に堆えざる故隠退すろ旨 

の公開狀を發し・玆に□本エスMilit!然消滅 

して協何は元の如く幹事長黑板皿士の手に依 

て主宰される;ざさむる。十二月黑板は麴町 

區內幸町一の五に一小屋を借り入れ始めて協 

會の筒立し了:事務所が出現〇階下は黑板の知 

人に貸しヽ二階二室の中三・烧を庖書室さし• 

六疊の力も事務所さし,.且つ四十四年(1911) 

一月から第二木!® 11の例會々場に當て.所謂 

內幸町時代に入った。例會には黑板、中村、 

田中、高畠學:大井學人小坂の他前年十二月 

來芝區志村保一方に開いた黑板指導の東京支 

部艺分會講習會員兒玉四郞.初鹿野潤二も加 

はり常に四万•名の出席めり、趣進の中村老博 

士は無缺席の熱心で.尙ほ自宅に中央氣象臺 

はの器習を催し、同臺技脚佐木虎が共に测 

候所方而に宜傅に努力さち。

此の年・西比利ウラゴヴェスチェンスクの 

Arkadio Borisov來朝、退京の日种!H YMCA 

の一室に會合•黑板、中村.安孫于.高亭、 

小坂出怡.一同で斯橋驛(其頃未だ柬京驛K 

し.)へ送ってゆ く。 •

橫須賀支部會は小坂匕京後し松氣よく Y°- 

kosuka E peran tistoな書いて每月發行しっゝ 

く。四十一锌(190S)六月第2卷第1號・四十 

二年一月第3卷第1號も出て。同年五.月新入 

會H若干な得たので更に改卷第4卷第】號を 

出し・同時に支部倉の苗興を公に協》诃に粧吿 

して再びその支部さなみ。四十三年(1910)六 

月第4卷第14號に達し、七月］］休刊・ハ月に 

第5卷第1號花發行以ト每月紹刊。七月二十 

四|］より同市公正新開に小坂執筆.中溝署名 

の『全世界の團樂』なる瞽及記事む四卩に亘 

り連載、七八兩月第一何夏季講習を小坂宅に 

催し.關矗作、米岛爲良等熱心な會貝數名を 

彳*た 。;尙中溝は槪須賈ね去ったが大橋宇之吉 

の如き熱心な支持者が現はれ丫:。

此時代吾々の困s(t ix n本に於けみエスペラ 

ント書籍が悉く絕版さなり.人にすゝめあに 

u講習をするにも圖書が皆無さむった事で 

わろ。然し本がなくてI雜誌炉なくて匕普及 
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な休止すあわけには行かり。牆寫版で敎科嘗 

讀本ピラな印刷Iたり・手記の敎科書纭作っ 

てそれを寫してもらったりした。尤も學生の 

身分で4物の騰寫版は買ふ資力がないので菓 

子箱の板さおール紙・羅紗布ミ足袋のつハピ 

で騰寫板な製作しア:。此のgroteskaな手製 

騰寫版第二世（第一世に破扭）は後年日本工 

スペラント學會が本物の騰寫版な買ふ資力が 

出來みまでU本エス普及連動の原動機さして 

多人な貢獻ななし亢わけで.今日古鬆聞に包 

まれて學會の一隅に休憩してゐる筈。四十四 

年（1911）に入っても協會機關誌Japana Eppe- 

rantistoが再刊されそうにしないので、硏究 

瞽及用の雜誌Orienta Steloを發刊する;ざ 

に い:。半紙牛蔽に手製騰寫版で印刷したも 

ので、年次回發行、內一號は支部年報文學附 

錄。，1年第1號（一月發行）の內容を紐介 

すれI「騰寫刷Z辭（エス和文）、Al „Orienta 

SteV u （詩）、El Japanaj Odoj （詩）、ザメ ン 

ホフ博士略傳、Sur la Ekstrema Insulo （文學 

物註譯）.飜澤材料控帳・エス文和譯課追、 

La Knabineto kun alumetoj 註譯・井蛙放鳴 

Esperantologio 等表紙共22頁〇 Esperantologio 

は しaŭsistema studo de Esp.の着手.,11 唱道し 

エス語の胖習が『几聖逆謗齊廻入J式に門戶 

が開かれ门ばならぬ芒說いたもの〇 一力冋覽 

雜誌 Yokoska Esperantisto （,尙ほ當分 Ori

entu Steloさ並行縉刊し、尙ぼ生產能率低｝ 

腫寫版刷を補ふため手記の回養通信敎授（初 

等科十二册、中等科A, B組各數册）を始め 

た。學習希笔苦（I之な順次寫し取って勉强す 

ろ仕組で■字典まて・寫すわけであち。常時の 

エス學習者は丁度英學初期時代に書出が陵障 

字引ね筆寫い:の;i同じ苦心な耍し讥わけで 

めら。今日エス語學習誉辭典厲もさより內外 

多數の圖・が直ちに手に入れられるような時 

代から見れは・うその様な話であ“橫須賀に 

止まらず奈良縣の富井莊平（後阪上佐兵衞ざ 

改名、堺市）其他の地方にも會員を彳・るに至 

った。

此の年（四十四年1911）Japana Esperan

tisto は四Ĵn二至って四次倍版表紙四頁、本文 

四頁の禮裁で再刊.六冋發行。黑板勝美隣力 

の編輯で、小•坂が僅い手傳った。尙奧板より 

小坂に對して來年仁硏究學習に二頁提供す3 

からOrientu Stelo （j廢めて貰ひア:いざの懇 

請わり.承諾。

此の年十一月から柬京大崎世界語書院廉田 

勇美翁 、素軒さ號す）がOrienta Azio （『ひが 

しろじあ』）な創刊。翁の一人息子说矩〔學生） 

は熱心な硏究者であったが不幸天折され・蓊 

は悲嘆の中にも『愛すら痂兒がわの棣に魂を 

打込んでゐた事だから、わしが亡息の遺志店 

繼いでやち』ざて爭習を始められたしの〇革 

半紙半®（l 2X19.5 cm）約30頁の騰寫版刷で 

自ら書き、刷り.製本すみ鮎はOrienta Stelo 

ミ同樣だが表紙には自ら色刷にして純【1本風 

の繪畫あり・本物の騰寫版であるから立派で 

二つねのだ。但し『君は內を收め、吾厲外 

を攻む』みものださ小坂へ翕が書き送られた 

如く.彼にU本の學習者向の卩本紹介な主芒 

し.是（ヨ外國向のH本紹介を主さしたIの。 

其後小坂、福田.淺井も寄稿すちようになっ 

たが、老妻な相手に觸力で人正五年十月殁せ 

らろ、最後の）］まで丘ヶ年餘の問一回の休刊 

もなく發行された元氣に對し今Uの少壯者は 

忸怩たるtのがあろう。

明治四十五年（1912）に入っては終にJapara 

EsperantistoĤ一回も發行出來なかった（翌 

1913も全く休刊）。热し內幸町協會の事務所 

の六疊には第一.三木曜Bに例會は開かれ仁c 

尙淺田敎授の周旋で外阈語學校英語科杉山隆 

治が黒板家書生兼協會事務員ごかられ化が非 

常な勉嵌で、三月頃に任倉話し出來、単に找 

講習會の手傳もされた。-匕U二十一ii Xり二 

週間中村が校艮たち物理语校の敎室な借りて 

夏季講習を催す。來講者十五名ミ云ふ豫想外 

の成功であつ化。なほ痕板幅上は警視聽及び 

遞信省盟信官吏蚕成所（牺名直和斡旋〉に於 

て講習。後者は講習生が滅って一名になった 

が弟板頑張って敎へろ。中村博七（1中央氣象 

臺款文報告ざしてPri Kalkulilo, Soroban'〇 

な普述、本邦最初のscienca verkoでめら。

横須賀支部のOrienta Stelo （I前坏黑板幅 

士からの併合要求により發行を差控へてゐた 

がJ. E.が發行されぬので止むなく四月に臨 

咼號（半紙牛切大.小坂の氐作詩ミ前置詞Al 

詳解等を輯む〕.夏にも第二臨時號ざしてLe・ 

golibro Orienta Steloな出す〇小坂宅夏季講 

習會にに初尊の外禹等科を開いた。高等科は 

上記騰寫版刷しegol.broの外會話及前置詞講 

義もなす。なほ騰寫版で通信講義を印刷す（四 

卷）。燻板幹事長よりエス和字典編輯の命下 

り、主さして小坂之に當り、杉山し約三分の 

ーを分擔I手偉ふ。此の編萇には多人の時間: 

がか、り小坂（一高卒帘大工科大學在學）（I 

盛んに學校を休んで原稿を書いたtの仁。
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N0V-E5PERANT0
“ （阈際語諸案営見）

過去二百年間に世界語凰際晤案の世に出で 

むしの五百種を越之てゐる、其の大體を知っ 

て置くコミロ曾及者に必要な事でわり、又 

•Esp・の優秀さざ實カミを知って、Eミp・に對 

する信仰芒熱ミ花增すわけでわ“

旣に本誌に紹介し沢ものは小坂執筆:

『國際詐欺語イード』（之。及その険謀史; 

本紙!924第第5年第4號より第比號まで 

9號に亘って連載）。 ^ , •

『國際語有象無象」（1925年.第6年）第 

3 號 Urquhart の 口 慢語.第 4 號 Dalgarno 

の表音文字語・第5號Vidalの禹國語・第6 

號音樂世界語Solresol,第8號Groaselinの數 

字語、第9號Tirroの自然模倣語、第12號 

Volapŭk 盛衰記（一）。

Volapiik盛衰記は語の說明よりその連動の 

興隆ミ崩理.師弟のみIニくい爭ひ、Akademio 

の爭軽ごつ二よりその子孫'TみRcmana）, 

Lliorn Neutral, Occidental, Interlingua にま 

ーで及ぶつもりで居丫:が外遊二年績稿する暇が 

むかった。

『斯國際語"〇"曲』（1927,第10年第8, 9, 

11,12號に連載）。 ・ * • 曲

岡衣好次氏執筆のもの:

『邪道に彷徨すみ國際語』（1930,第1,3,5. 

7號連截）主芒してOccidentalか紹介しー 

般に最近の風際語案の誤謬も指摘批判。

最近NovEspenmtoミ（二何ぞやミ云ふ質 

.間が來た故先づ是から紹介す"

國際語製造狂一是任正にNov-Esp<>ranto 

の作者 Renĉ de Saiissure氏に奉ちべき尊稱 

でめ“人學の數學敎授たりし氏は嘗ては國 

際科學エス協會の主幹、Geometrio Folietara 

等數學專門書の苦作.エスペラント學士 

院專門語录部長.（Iた又エスペラント遗語理 

論 principo de minimuma peno の提唱者さ 

してエス界に重きを成してゐ沢のであるが、 

改造任がた、ってエス界未曾有の學士院會員 

除名處分を喰った。何分にも理論家だけに足 

元の實地が目に入らぬ缺££がわる。嘗て『英 

・語』も英語ではEnglishミ簡單.に云へるの 

にEsp.ではangla lingvoミ長たらしく云仁 

Ĥばならめ。依て『英國人』ミ云ふ時には大 

文字も用ひてAnglo,『英語』の時は小文字に 

てangloざ區別するこざにせよご提案I.そ 

れでに會話の時耳に3いて大文字小文字の區 

別が出來ぬから駄目では“いかミ笑仕れた事 

があら。お氣の毒な事には妻君運惡く、死む 

れて三度妻なめざったが.その代り各妻君は 

少なからぬ持參金な遺して死なれたので.そ 

れが出版費ミなって次ぎ次ぎに新國祭語案を 

多數考案出版する道樂ミなったのでわる（國 

際語なご（I出版してやみうミ云ふ物好3な書 

店任世界にない故案?? □ら金を出して口費出 

版するよリ他仕ない）。

先づ1907年Idoの變に當りその不完全、 

就中造語法に大缺陷めちか指摘しAntidg大 

骼ICsp.ざ同じ）な公表.1910年之を改め 

てAntido N-ro 2を發表。此の頃Ido攻繫 

の舉いき荒く !doの彼の有名な造語法Cbela 

（黄 いゝ）-belo （美い、人）』を理論的に 

pravigiい:人には懸賞金をやる芒發表 い: 

もの仁。更;に1912年に（I Lingvo Kosmo- 

Idolitaも、1913年に（工之を改めてしingvo 

Cosuiopolitaミして雜誌な出しア:〇然し熟慮 

の結果自分の考は誤で矢張りZamenhofa Esp. 

に如かす•ざむし.今度歧純Ksp.の造語理論 

學說 Vortfarado,次で Vortstrukturo を出版。 

然しEsp.への歸參も永くはなく人戰後1919 

坪にEsperantida 考案.自案改造用雜誌加 

出し了:。Esp.の纟なご・符號文字の必要な認 

めて來了:。次で自案を更にEspに接近させ 

Esperanto evoluinta en la direkto al Esperan

tido ミ下国なつけT:が.世人からは是は 

Esperantida evoluinta en la direkto al Espe

ranto ぢゃむいかミからかけれ仁。1925年に 

又々gなごも追放してNov-Esperantoを作 

り、1922年には之にブ、改造を加へ同じ其俵の 

名でー小册子を出版Iた。氏"尙ほ健全で老 

後な養って居らろ' ここごて今後妻君の遗產 

のつ£く限り（ヱNov-Novesperanto乃至 

Espcrantnepo, Esperantopranepo....等縉々

新國際語を發表ぜらる、や圖り知る可からず

1»注I二擲紹介申すは兎に角今口の處では氏 

の最新案たろ1929年度のNo^Esp.でおる。

S.氏の信條厲ザメンホフの言ねる『將來の 

國際語の問址は畢竟Esp・が塑匹なく現在の 

形其儘受け入れられるか或“之に僅かな變更 

が加小られる以外には出むいでわろう』に在
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みので、殆んビEsp・ミ變りはない。

字母:a, b, c, ch (=ĉ), d, e, f, g, h, i, j

< = ĝ),い,m, n, 〇, p, q (kv 又(I ku ミ發 

音)、】，s, sh (=ŝ), t, u, v, w (=り x (ks 又 

IX gzの何れに發音する1可).y (=j)rかの

< )中說明以外はすペてEsp.ミ同發音01925 

年度のNo€・Esp・では此の他にŭ (=ŭ)あり・ 

母音の前に任6母音の前に任wを用ひた 

が、1929乎度のは兩者wな用ひみ:awtoro, 

Ewropo (ハ月(I awgustoでめるかごうか氏 

の小册子には拔けてゐてわ加らぬ)。此のw 

(X ĝの無いの芒局様著1 く語の目で見7二上 

の國際性を奪ってゐる:ruja (ruĝa), nejo 

{neĝo), manji (manĝi), kuraj a (kuraĝa), Ioji 

(:cĝi), saja (saĝa)等を比較すればIdo过同 

梯此の語がgrafismeに劣ろこさが知られる 

(Esp・て•はĝの採用のためgrafismoの上に 

於て憾際性が優越してゐ め。又ch, shの如 

き二!®子音を採用いけ:め造語に於てsishora 

^f.es-hora), 〇 fi cho mo (ofic-homo)むこの發音 

上の注意が必要さなり、龙の採用に依てeks

kribi (ek-skribi)がexkribiミ書き取られみ 

ような混亂が起み。是(I Ido其他一般の最 

翔國聚語の通弊缺點であら。

揚音:Esp・ビ同じ。 ，

語尾:名詞主格-〇,同目的格-u,複吸-n, 

形容詞-a,副詞・e,動詞直接法現在-as,過 

去•:も未來・os，不定法-i,命令法-oy,假定 

法・us;分詞接尾字はEsp.ご同じく ant, int, 

• ont; at, it, ot.

名詞代用形容詞・卽ち形容詞の後に名詞が 

略されてゐる場合に任主格F目的格・w，複 

數ッ.是は形容詞に複數.目的格の語尾がな 

•い爲め起った珍現象でめるolday (maljuna), 

oldaw (maljunan), ol(layn (maljunaj), oldawn 

•(maljunajn).

人稱代名詞:mi, nin (ni), xi (ci), vi, vin 

<vi)> hi (11), shi, ji,lin (ili); si, on1 目的格: 

mu, mun, xu, vu, vuu, hu, shu, ju,Iun, su・ 

所有格は ふp・で同t? -aを附す;mia, mina, 

xia・・・

:hi amas nina infanun, ey nin amas shiawn 

=Si amas niajn infanojn, kaj ni amas 创旬n.

此咬法:p"…kc (pli…ol), min…ke (malpli 

♦••〇］), ti・・・ki (tiel…# kiel), ple (plej), meu

(malplej).

Shi estas min n)en?ogemaf dur xi estas 

meu mensogema=Ŝi estas malpli mensogema, 

dum ci estas malplej mensogema.

數詞:nul, un, du, tri, qar, qin, sis, sep^ 

ok, new, dek, cent, mil, milion.

順序數接尾字 ni:unina (unua), oknia 

(oka);分數 f: dek fo (dekono);倍數 ipi. 

newipla (naŭobla),除外例:母音に終ろ數詞 

(du, tri) p!さす：tripla.

接頭悽尾字任人ffi Esp.ミ同じ.異るの•比

miz=mis; ruk=re, returnen-; abi =ebl: 

cnt=(ag)anto; ev=iĝ; ey = ej; ol=ul;or 

職名.者(ambasado犬使館・ambasadoro大 

使)；on=er: uk=vir(besto) («afuko = virĉufo); 

yer = uj. Mai-がおおに關らず granda, mikra 

(=malgranda), vuna, 〇］da; proxa, ierna (= 

malproksima)なごご云ふ語がt)あ〇 Fraŭlino 

(I misoで定めしH本の令孃方に任お氣に召 

すまい。・- ；! *

相關詞:頭は“待定).t•(指示;、わ(疑 

問)・か(不お)、n-(否定)、ch-(總括)。語 

尾仁-a (-u), -ala (-a), -olo (A -u)> -i (-eI度 

合)》-ie (-cl樣子)，-ite (-an)), -ibe (-e),例: 

eha (ĉiu), chala (ĉia), clio (ĉio), ebolo (ĉ^u)f 

chi (ĉiel), chie (ĉiam anie re), ehite (ĉiam), 

chibe (ĉie);la, lala, Io, lolo-*-.

單語でEpざ異みしのし少しはあち。例:

avi (havi), eesti (ĉeu), ef (eĉ), fiti (taŭgi), 

goldo (oro)t klozi (fermi), kor (ĉu), kuni 

(kun), kuoro (koro), kuti (franci), lona (sola), 

manero (maniero), milordo (mosto), n)istro 

(sinjoro), pieta (pia), printi (presi), riqesti 

(postuli^ salso (salo), salvi (savi), saki (scii), 

self (mem), serta (certa), stopi! (ŝtopi), sudro 

(sudo), triomfo (triumfo), ulter (ekster), vicer 

(anstataŭ), vinki (venki), vino (vino)此等の 

單語はさして代りばへがしてゐる芒も思はれ 

Q。，文例:

Che cha vorto, kaw vi diros, el via boko 

eliros or floro or multekosta stono = Ĉe ĉiu 

vorto, kiun vi diros, el via bujo e'iros aŭ 

multekosta ŝtono.

Ainoy shu !=Ŝin amu 1

Cholo exprimis kum jcnti!eco=Ĉiu esprimi 

kun ĝentileco.. ' ゝ ・、
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第十九回日本大會參加記
（XIX Japana Kongreso）

【詳細は何れ出るProtokoloに讓み】

第一日。Jubilea XIXへ!芒各地から集 

まる冬加者ん京都驛に早朝より鐵道エス會其 

他の委Hが綠星旗を手に迎へて（!市の他の 

端、昭和會館へ綠星のついた自動車で送れば、 

會館玄關では柴田犬宰等少壯委員が中込、合 

彳も晚餐會.遠足等分業で受付ける。參加者 

（I三百を突破するrekordo破り。Haloに入 

れば學會賣店に旣に人山が出來,,Etinton）" 

城戶崎以下が多忙な極めてゐみ。15请カニャ 

主人の叩く木魚を合圖に大會場に着席・近藤 

阈臣氏の發聲でEspero合唱。大會々頭ハ木 

醫學博士のいつも乍ら朗"たみ開會の辭で開 

會式がinaŭguriされ、學會理事艮大石和三 

耶氏を先頭に二十六團禮代表の挨拶、次で祝 

電の期證わり・大會第一協議會に移ち。柬京 

エス俱樂部提出『他地方より來年大會開催希 

望なき場合には東京で引き受けみ件』（ト村 

芳司氏說明）に對しては他地方よりinvitoむ 

く東京にきまる。竹內藤吉氏提出『小學校川 

エス敎科書編暮、エス敎授の出來ら小學枚敎 

帥の名簿作製.小第及補習學校にエス語を課 

Iて差支なき梯文部人臣に巾謁する件』仕特 

別委員附托ミなろ。tagiĝoを合昭.協議會 

な閉し・そのま、財團法人□本エスベラント 

學會總會に移る。ハ木氏に代り人石理事長議 

長席に着き・小此木、小坂な書記に指名。先 

づ岡本評議員の事業報告わり、學會及RevŬ。 

Orientaに就て會員の意見を聞く。次で三石 

理事の會計報告あち筈の處.旣に18時芒なっ 

た仁め印刷物^RCfHして說明に代へる。（詳 

細は次號に揭載）。

犬會參列苦一同寫眞撮彩〔次戟揚載）。

19時半より晩餐會。今冋任晚突會費五十錢 

で大衆向にされたの仁甚だ結構であった。食 

後Alezander,大和田ひな了兩孃、野原休一、 

杉本良、秋田雨雀.犬石和三郎氏等十三氏の 

挨拶わり、能狂言Blindulo kaj Surdulo,大 

本連中の國際盆おごリ誓の餘興あり・其間工 

スペラ ンP gramofbnmuziko 奏樂、眞に 

verda atmosferoを滿喫出來た〇

第二日。9時より正午迄佛敎、藥學・醫學. 

鐵道、Esperantologio,盲人、UEA,學生、プ 

〇エス運動・大本敎、キリスト敎分科伶。夫 

々の專門に精勵す。

14時より Universitato : Ĥemio de artefarita 

s：lkoに就て理學博士樓田一郞氏が美しい 

Esp.で實驗な交へてわかり易く講述。次に 

Konstanta Rcprczentiintaio 口 本代突たる進 

藤靜太郞氏の Pri la ĝenerala Organizo inter

nacia de Esp.-^Iovadoなみ講演ありヽエス述 

動の公の機關に就て詳細に論述せられ.KR 

に對すら［1本に於けるエスペラント運動の 

nacia societoは我がE!本エスペ•ラント學秤の 

みで、他にあるべからずざ諡斷・公私を誤ち 

者に對して頂門の一針を呈せらち。次で峙間 

が餘ったらご云ふ豫蹴講演小坂のFervojaj 

Vagonoj （j 時間な》ため Akso kaj radoj, 

boĝiojの講義だけに止めて中止。閉會。直ち 

にOEom Kunsidoを開き穴戶圭一氏司會 

の下に井上、澤井、柴山・北廉、林、山本氏 

が雄辯むふるにち〉大本の井上照月氏の早口 

に仁一同驚嘆し.林好美、山本佐三氏の歐洲 

旅行實地談には皆羨望しア:。閉金するや直ち 

に大會第二協議會に移り・進盘氏提出『今春 

UEAが Helsinki Kontraktoね無視し橫直 

も押した事件に對して1CKを支持しVEA 

に警告すお件』は小坂之をsubteniし可決。 

次で各分科會の秤告に入り、怡時過ぎ閉會6

20 哄り會議室にJubileoにふさわLi 

『座談會』を催す。楼山博匕司會、先づ小坂に 

二1五年前の思ひ出話Iを乞ふ。明治三十九 

年より大正二年大石氏出現迄の没談の後、大 

石氏に讓"•同氏獨逸住田時代の追憶淡か 

り。再び乞はれて小坂が協秤に代って學®が 

設立され了:大正ハ年改革の懐古談をむす。時 

に門限の22時になつ沢ので閉會。

第三8。前日の雨に引きかへ天氣晴朋・9 

時二條驛集合.9時半發車。一行百餘名・大 

變な込み合ひでハ木御大むご荷物車に押込ま 

れ乍ら、然し愉快にbabiliして行く 〇龜岡 

では多數の同志の出迎へわり.常にEゆ が 

ひ丫く眞のEsperantujo大本天恩鄕に向ふc 

出口王仁三郞氏も出て來られ、見物の後、畫 

食、それより五翘の舟に分乘して保津川の急 

流を嵐山迄下り、口沽撮影所を見舉ゝ人河內 

傳次郞、夏川靜江も加へて記念寫眞を撮影二 

門•劇で一同合唱、Vivu Esperanto!三唱玆に 

Jubilea XIX-aは忘れられわ思出もの二し 

て.その輝しい慕を降したのて・かった。

.- •、 . （小坂）ゝ
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Populara Scienco

Ŝtala Biblio de Samurajismo

—PRI LA JAPANA GLAVO—

K. Cujuki.-

II. Historio de la glavo.

Oni konsentas pri tio, ke la ekzisto de glavoj estas 
samepoka kun la fondo de F Imperio. En antikveco la 
Jamato-raso kun bonegaj armiloj el fero regis nian landon. 
La naskiĝa loko de la glavo estas ne s iata kun certeco, 
tamen la glavo estas uuu el la Tri Sanktaj Insigne））* 
de F imperiestro de Japanujo.

Nenia ordinarulo havas privilegion inspekti la antikvan 
glavon, kiu estas unu el la Tri Sanktaj Insignoj, sed la 
glavo jx）rtita de la kronprinco Ŝootoku kiu kompilis la 
konstitucion el Dekses Artikoloj en 693 p. K., estas 
ankoraŭ konservita ĉe la Imperia Muzeo en Nara. La 
klingo estas perfekte rekt:i kuj ĝi en tiu ĉi punkto 
di Icrcncas de ordinaraj japanaj glavoj. Sed la pinto kaj 
la tranĉrando konsistas el hardita stalo kiel aliaj klingoj, 
kaj ĝi havas la postesignon tuŝitan per sama procedo de 
fajrado jam priskribita.

Kiam la leĝoj kaj kutim（）j de nia lando por Ia unua 
ftgo estis kodigitaj en la komenco de la oka jarcento, la 
glavofbrĝistoj bezonis marki sian nomon sur la tcniljfero 
de klingo. La famaj forĝistoj en tiu periodo lcĝis en la 
Provinco de Jama（〇^2' Ili estas konataj kiel Amakuni 

kaj A maza； sed ĝenerale oni kredas, ke iliaj verkoj ne 
estas konservitaj nuntempe^ En la vendejoj estas multaj 
klingoj portanta iliajn nomojn, sed la spertuloj konsentas 
por juĝi ilin ne veraj. En unu el Ia malnovaj kronikoj 
de 110nnami estas paragrafo jena:—” Mi neniam vidis 
la veran klingon de A^fAKUNi, kaj tiuj； kiuj estas 
pretendataj lia verko, estas falsaj.^

IIoNNAMi estas la familia nomo de la oficiale nomita

通俗科學爛

武士道刀劍鑑

日本刀に就て

•露木淸彥

第二章

刀劍の歷史. 

fondo de l' Imperio

帝國の創業

Tri Sanktaj In

signoj 三極神器 

privilegio 特權 

Kronprinco Soofoku
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11001ci 伯耆

metio職業——斯 

業の巨匠こして 

尊敬されて居た

jarcento百年卽ち 

世紀

GASSAN月山

Ooŝiu奥州

lmperiestro TENJI 
天智天皇

datigi de.........から

始まら

samtempulo 同時 

代の人

prinoti = priskribi 
fora angulo 遠い 

一隅

la sidejo御座所の 

意

la Imperia aŭtori
tatulo 上御一人 

の意

monopoli專賣す 

お，獨專する

patrono ノヾトロン 

庇護者

Imperiestro GOTO-
BA後鳥羽天皇

Imperiaj forĝistoj 
宮仕龙の刀匠

okupis sin dejore… 
順々に每月刀も 

作み爲に從事し 

た

fo嘖ejo銀冶場

praktiki實地に行 

う

NOBIFUSA 信房

E如備前

H1SAKUN1久國

Aŭataffiici 粟田口

juĝisto de la glava klingo. Unu jarcenton post Amakuni 

kaj A maza aperis Jasucuna cl la Provinco de Hoolci. 
Li vivis en la komenco de la naŭa jarcento kaj liajn 
verkojn nuntempe oni ankoraŭ konservas ambaŭ en 】a 
Imperia kaj aliaj muzcqj< JASUCUNA estis respektata 
kiel la majstro de la metio, kaj antaŭ la granda Masamune 

aperis en la frua parto de la dekkvara jarcento, liaj verkoj 
ĝuis sole eminentecon kaj respekton.

Antaŭ Amakuni kaj Jasucuna ni trovas Gassan cl Ia 
Provinco de Ooŝiu. Li estas kronikita kiel la samtempulo 
kun la Imperiestro Tenji, kies regado datiĝas de la jaro 
668. Sed dubinde estas, ke lia verko estus konservata.
Ambaŭ Amakuni kaj Amaza estis plej verŝajne sam
tempuloj kun Gassan kaj estas tre interese prinoti tion，ke 
eĉ en tia fora angulo de nia lando, kiel en la Provinco de 
Ooŝiu, ni trovas la glavoverkiston tiel frutempe kiel en 
la fino de 】& sepa jarcento. Ĉar Jamato estis la sidejo de. 
la Imperia aŭtoritatularo, ne miro estas, ke ni trovas tie
glavoverkistojn kun alta lerteco. La fakto laŭ la kronikoj, 
ke glavoj estis verkataj en la malproksima Provinco de 
Ooŝiu ĉe la tempo de Gassan, evidente montras； ke neniu 
distrikto en Japanujo povis monopoli la originon kaj 
fabrikadon de la ŝtalaj klingoj.

La plej granda patrono de la glavoforĝistcvj en fruaj 
tagoj estis la Imperiestro Gotoba, kies regado komenciĝis 
en la jaro 1186 (japane 1846). Iui havis dekdu forĝistx>jn 
kun la plej alta lerteco oficiale nomitaj kiel la unua grupo 
de la Imperiaj forĝisto. Ili estis kunvokitaj el la 
diferencaj partoj de la lando kaj okupis sin dejore laŭ 
monato por verki glavojn por la Imperia Patrono. Krom 
la dekdu forĝistoj ankaŭ estis nomita kiel la dua grupo 
de dudek kvar forĝistoj. La Imperiestro mem sidis ĉe 
Ia forĝejo kaj praktikis la arton sub la gvido de Nobu- 

FUSA el Bizen kaj HiSAKUNl el Aŭalaguci, Kioto・ しa 
glavoj faritaj de la Imperiestro estas ankoraŭ konscvataj 
en la Imperia muzeo kaj ĝin tre alte admiras spertuloj• 
Sub tiu ĉi patronado la arto estis efektivigita je la granda 
perfekteco kaj la verkoj de tiuj forĝistoj estas ankoraŭ 
uuntempe konservitaj kaj trezorigitaj・

La Imperiaj forĝistoj kaj iliaj nomoj estas jene: En
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la Unua Grupo, dejorintaj:—
UnU3 monato, NoRnfTNE el Bizen. Dua monato, SadACUGU el 

Aŭoje} BMiu. Tria monto, NobuFusa el Bizen. (Ne la sama forĝisto, 

la instruisto por la i)nperiestro). Kvara monato, Kunijasu el Aŭataffu^i9 

Kiota Kvina monato, Cunecugu el Auaje. Bŭiiu. Sesa monato, 

Kunitomo el Aŭataguci. Sepa monato, Munejoai el Bizen. Oka 

monato, Cuguije el Auaje. Naŭa monato, Sukemune el Bisen. Deka 

monato, Jukinari el Bizen. Dekunua monato, Sukenari el Bizcn. 

Dekdua monato, Sukenobu el Bizen. La instruistoj por la Imperiestro : 

—Hisakuni el AŭalaguKioto Nobufusa el Bizen.

(La nomojn de la dua grupo de la Imperiaj forĝistoj mi ne citas ĉi 

tie).

Kiam la eksimperiestro Gotoba estis translokita al la insulo Oki、!i 

havis kun si ses forĝistojn. Iliaj nomoj estas jene; Norikuni el 

Auataffu^i9 deĵoranta en unua kaj dua monato; Kagekuni el Aŭata(piii) 

tria kaj kvara monato; Kunicuna el Aŭaiagu^ kvina kaj sesa monato; 

3IUNEJOŜI el Bizen, sepa kaj oka monato; Nobumasa el Bizen} naŭa 

kaj deka monato; Sukenori el Bizen, dekunua kaj dekdua monato.
A

Kamakura Registaro de Soguno, kiu ekpotenciĝis en 
la jaro 1192 (Jap.1852), montris tre grandan patronecon 
kaj enkuraĝigon al la glavoforĝistcj・ しa majstrojn de la 
metio oni invitis al KamakURA, kaj ĉi tie okazis, ko la 
fama skolo de SooŝlU-fcrĝifitoj estis fondita sub la granda 
Masaゝ］じne ĉirkaŭ la komenciĝo de la dekkvara jarcento. 
Tiamaniere sub la patronado de la Kamakura Ŝogunejo, 
nova skolo kun granda influo stariĝis kaj daŭrigis la 
respektegan nomon de Goro Niudo Masa muke kaj ankaŭ 
de liaj dek disĉiploj・

Snb Aŝikaga Registaro de Ŝoguno, kiu ekpotencis ĉe 
la finiĝo de la dekkvara jarcento, oni ĝuis periodon 
kompare trankvilan en la daŭro de proksimume unu 
ccnljaro kaj duono. Duta tiu pericdo neniaj grandaj 
ibrĝistoj kun specjala merito ornamis la epokon, kaj la 
arto rapidis fali en dekadenca u staton.

Notoj: — * La Tri Sanktaj Insignoj estas simbolo de la Japana 

imperiestro, kaj ilin Lia Imperiestra majesteco ricevas, kiam li altroniĝas. 

Tri Insignoj kontistas el la glavo, la spegulo el bronzo kaj lu ung forma 

globetaro el agato, jaspiso ktp.

* 2) Provinco de Jamato:—Nara Gub. nuntempe. La infiuo de 

Jamato-raso por la unua fojo ekfloris ĉi tie.

. (^Daŭrigo)
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La Stranga Belulino 
en Montaro

de Joŝitaro Susuki 

tradukita de Ŝ. Minami

Tio okazis en somera vespero, antaŭ kvar-kvin jaroj.
En Ajako-vilaĝo iomete malproksima de tiu monto, estas riĉulo nomata 

Iŝido.
Iun vesperon, junulo en eluzita somerkimono sin apogis senforta kon

traŭ la pordego de la domo de Isid〇. La junulo spiradis kvazaŭ dolore kaj 
li estis tiel ellaeigita, ke 1! falos, se oni lasus lin tiamaniere・

"Ila! ” Okaze lin trovis Omicu, la pli nga filino de la domo, kiu 
eliris el la domo por ĝui malvarmetan vesperon. Ĉar la aspekto de la 
junulo estis malpura, Omicu iom hezitis. Tamen ŝi bonkora vidis lin 
falonta, kies palan vizaĝon, ŝi vidis en mallumo, ŝi tiij alkuris al la junulo 
kaj diris. “ Ho ĉielo ! Kio okazis al vi ? ”

a Ila .. .. ^ La junulo murmuretis, sed ne estis aŭdeble・ “ Tenu vin 
kuraĝe； Sinjoro! Vi estas manana, ĉu ne ? Ho, danĝere ! ”

Omicu subtenis la junulon, kiu preskaŭ falis.
a Oseu ! Osen ! ?? Si laŭte vokis la servistinon. •
a Tiu sinj ro estas malsana kaj estas falonta. Rapide ni enlasu lin en 

la domon kaj devas flegi "
Subtenate de la (lu virinoj, la junulo eniris en la domon・ Dank， al 

la flegado de Omicu kaj familianoj, baldaŭ la junulo apenaŭ rekonsciiĝis.
“ Mi kore vin dankas por via afableco・ Dank, al via flegado mi jam 

reakiris sanon?J
La junulo ripetis elkoran dankon al la familianoj.
"Senĝene ripozu hodiaŭ vespere kaj poste ekiru. Ne estu s:ndctcneina \ " 
La mastro Iŝido bonkore diris.
“ Agu laŭ la vortoj de V patro. Mi ĝojas, ko vi tiel rapide resaniĝis !" 
Ankaŭ Omicu estante apud ili diris, volante lin konsoli•
"De kie vi venis ? Al mi sajnas, ke vi ne loĝas proksime ĉi tie.” 

La mastro lin demandis.
“ Mi naskiĝis eu Tokio. Nur antaŭ ne longe mi laboris en Hokkaido, 

sed pro beribero • • • • ”
La junulo diris kaj li direktis la rigardon suben ŝajne subite reme

morante ion doloran>
La mastro fikse rigardis la juimlon. Al li ŝajniあ ke la junulo estas 

sendube bonanima.
"Mi timas, ke mi plimalbouigus vian malsanon per tia demando..
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Poste mi aŭdos de vi> Do noktiĝu ĉe ni. Nenioi vi povas paŝi en ti:i 
stato.?,

a Estas bone, ko vi noktiĝu ce ni. Nii enlitiĝu." Diris Omicu kaj 
tusigis lin en aparta ĉambro. Sekvantan matenon ia koro de Omicu 
ekbatis strange, kiam ŝi vidis elegantajn trajtojn kaj aspokton de la junulo 
jam tute resaniĝinta. Efektive la junulo estis bela, altekreska, kvankam 
lia hararo estis hirta kaj la vizaĝo estis nerazita kaj malgrasa.

"I)ank? al via favoro mi tute resanigis・ン Ln junulo diris al la 
mastro Iŝido.

"Ilo, tio estas la plej bona !ソ しa mastro daŭrigis subite rememorigita :
a Ile, mi hezitis vin demandi la lastan vesperon, ĉar vi estis malsaneta. 

De kie vi . . •.lio, vi diris, ke de Ilokkaido, ĉu ne?"
"Jes, sinjoro !"
Momenton la juunio enpensiĝis, sed decide li koine neis rakonti sian 

historieton.

Li naskiĝis en «Tokio. Li studis en iu privauniversitato, sed pro 
iu kaŭzo li forlasis la universitaton. Da tiam li vagadis diversajn lokojn 
kun malespero kaj fine t rompite de amiko li enskribis sin en konstruan 
laboradon en Ilokkaido. Tamen tie li trovis la vivon de terlaboristo 
grupo terurega.

"Ilo ĉielo !" Li vane rimarkis. Li neaiel povis forkuri de tie, kie 
li estis kvazaŭ karcerigita kjg (levis labori sub severa observado. Fine li 
malsaniĝis kuj estis turmentata de la severa berbero karakteriza en tiu 
loko. Dank? al la malsano li estis permesairi sola al la kuracisto. Oni 
permesis lin iri sola, ĉar oni kredis, ke Ii malsana je beribero ne povas 
forkuri ・

Profi tante tion li sin kaŝis en proksima monto kaj poste trenante 
pezajn ŝ velintaj n piedajn li t ransiris montojn kaj atingis la urbon Hakodate.

(-ar en fervojaj stacioj postenas spionoj, li intence iris nur flankajn 
vojojn. Kaj hieraŭ vespere li alvenis ĉi tien kaj li jam ne povis sin subteni 
nutaŭ la pordego de Iŝido<

'• Mi hontas konfesi al vi, ke mi ne sufiĉe manĝis. Mi apenaŭ tenis 
la vivon manĝante kreskaj)jn en kamparo kaj montoj. Tage mi dormis 
en monto kaj nokte ini paŝis. Cio estas malfeliĉo kaŭzita de mia propra 
ago! Mi neniun povas kulpigi pri tio.”

La junulo parolis siajn memorojn.
"Hm .... tio ofte okazas en la juneco. Tamen kun tia stato vi ne 

povus iri al Tokio. Se vi volas, restu ĉe ni kaj zorgu pri la sano.,;
La mastro(liris； konsolante lin.

Mi dankas vin, t amen mi vin ĝenus ••…
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a E就u trankvila- Se vi sentos ĉagrenon esti ĉe ni, instruu miajn 
infanojn, mi petas・ Nu kiel vi opinias ?

Por la junulo nenio estis pli bona kaj ĝoja, ol tia kondiĉo, kaj li tuj 
konsentis resti en lia hejmo. La mastro turnis rigardon al Omicu, kaj 
diris al la junulo.

“ Tiu ĉi mia filino forlasis la knabinan liceon kuj ŝi enuas ĉi u tage > 
Do bonvolu instrui al ŝi anglan lingvon.^

" Kun plezuro! Kvankam ini plejparte forgesis ĝin.,?
Omicu, kiu aŭdis tion apud ili, iel sentis frapon en la brusto.

(4 )

La junulo, Rĵozo Jamada； estante singardema, neniam eliris eksterdomen. 
Tio donis ĝojon al la familianoj, precipe al Omicu.

Iun vesperon Jamada sin kuŝigis en la apartigita ĉambro, jam fininte 
instruadon al la infanoj de la hejmo. Tiam Omieu eniris la ĉambron.
"Vi eble laciĝis, Sinjoro Jamada. Bonvolu havi t eon."

Jamada rapide sin levis kaj dece cksidiĝis. Li elkore dankis al 
Omicu, kiu varme akceptas lin kiel gaston・ Cetere pli kaj pli li sentis 
ian pasion por Omicu pro ŝia modesta kaj melankolia humaneco・ De la 
naskiĝo ĝis nun, dum dudek ses jaroj,丘 malfidi61110 neniam ricevis varman 
kompaton de homo. Li ne neniam ĝis nun konis pura n ima n virgulinon, 
krom senkora publikulino・ Kaj nun la unuan fojon li ricevis kompaton 
de pura virgulino. Kaj li sentis flamon en la koro!

“ Ĉu vi bonvolus klarigi al mi tiun ĉi parton, malgraŭ vi estas la(?a ?"
Omicu metis novelon en angla lingvo sur la tablon kaj iel ŝi ĝemis 

profunde. En ŝiaj ĉiam melankoliaj okuloj aperis pliigita nuanco de 
melankolio aŭ de ĉagreno en tiu vespero. .

a Kun plezuro, fraŭlino ! Pri kio vi demandas ?n Jamada sidiĝis 
apud ŝi antaŭ la tablo. Li senpense eklegis frazon, kiun ŝi montris silente.

Je momento sekvanta lin frapis fulme io,—io, per kio si demandas 
i atence pri tiu frazo・

"Ĉu tio ĉi ? ” Li demandis kun malfaciligita spiro.
"Jes, Sinjoro.，，
a Jen la traduko・ Se ŝi ne naskiĝus en la mondo, ŝi ne suferus tiel 

multe.”
Apenaŭ li tradukis, Omicu tuj klinis la kapon.
a Ankoraŭ unu fojon, mi petas."—Kun t remanta voĉo ŝi diris.
Laŭ ŝia sintenado Jamada vidis； ke ekzistas io, kio ligas ŝian melankolian 

sintenadon kun tiu ĉi frazo.



4 343

ザメンホフ記念塔建てらろ
---- 博士呱々の地ビアリストックに-----

萬國Ĥスニ次大會

クラカりに於けろ第二十三回萬國エスペラ 

ント大會わ・8月S H恙無く其の最後の幕を 

下したが.次いで來みものわピヤリスト罗ク 

に於ける大會二次會であった。

8月】2IR市街中央の高塔の頂にわ綠の星 

が夏風に翩翻さして翻っている。大通りにわ 

幾多のsalutsurskriboが、リホンのネクタイ 

もなびかせ乍ら大陽さ微笑み交していち。停 

車場わ又、ポーランドの風旗さエスペラント 

の旗ざを以て一際見事に飾られ.其のなかに 

„ Bonvenon44 i大書Lた額が懸っていみ〇午 

前1〇時ひ分.約60名の同志わ・二次會副會 

區 D-ro Datner 在》karavanestro ざしてワル 

シャワから乘り込んで來'T:。此れより先・列 

車の姿が彼方に見龙るや、騎に待ちかま龙て 

い了:第42聯隊の軍樂隊厲Esperanto行進曲 

を奏し、心からの喜びも以て遠來の客も迎龙 

了:のでああ。列車わ此の勇壯な樂の波の中に 

滑り込む。宿舍に至ち沿道の兩侧にわ多くの 

町の人々が押し11｝し.此れ亦一同ね和かなま 

なざしな以て迎尢か。

正午頃.皆わザメンホフ記念塔の建設ざら 

れろ場所に集った。此處わ.ビアリストソク 

のvojevodo でおリ、此の塔建設の honcm 

proi ektinto な 〇 Zyndram-kosciaŭkowski の 

待に選んた地で.六道の辻に當ら大きむ市街 

林のはづれに位していみ。式場わホ•ーランド 

の旗.エスペラントの旗、或わ花瓶や綠星を 

以ていざも麗しく飾り付けられ.軍隊の好意 

さ役員の努力に依り式中秩序極めて厳肅。場 

の中央にわ基石を理く爲の穴が堀られ・階役 

が下方に向けて作られてある。穴の後力にわ 

演說苦用の高壇が設けられ・其の傍に・ニれ 

ぞ今や妊てられんざする記念塔の模型が空力、 

れてある。パベルの塔を型取ったもので、高 

さ匕・、基底血積7X4米の見事なもの。

先づvicvojevodo Zawistoŭski氏壇上に立ち 

ホ•ーランド語に依りザ即士の偉業をた、龙、 

此の塔建設の由來を語り、然して最後に「人 

類最高の理想實現の爲.世界の怨ゆる地にか 

、ろ塔の一日も早く建てられん事缶切に望む 

次第であります。」なる言を以て演說を結ん 

だ。此れわ直ちにŜapiro氏に依りエス語に 

譯された。

次いでビアリストック市助役D-ro Ziernil- 

ski の挨拶、及 Internacia Centra Komitato 

の理來Kreuz氏のICKを代表しての挨拶 

があり、終っていよいよ基石投入のaktoが 

夏の北歐の靑空に聲岛らかご讀み上げられ 

ろ。朗讀終ればZawistowski氏わ此の書な携 

えて階段な下り.ガラスざ金屬板ごで二車に 

出來了:筒の中に出れなお蛙め、壁中に埋めて 

先づ最初の悚瓦を置く。此の處.一寸あの關 

柬震災映死者名簿も高野の山に埋めたのこ似 

ていち。絃いて參會者わ各々自阈より持參の 

石隹置き、斯くしてesp-istoにも又一般民衆 

にも.極めて卬象ざ感低も深からしめた此の 

盛大な式を閉じ了:。

午後一同わザメンホフの生家を訪問I、其 

處にそな尢付けの「訪問者黄金書」に各自署 

名する。夜わ6時から盛人な二次大會.晚餐 

會、慰安會及vojevoda palacoの大廣間に於 

けろ舞踏會が催され7:。

翌朝わ・大型乘合に打乘って.一同有名な 

Bjalovjeĵaの大淼林へざ向ふ〇犬古さながら 
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の大爵林に野牛の點々ミしている樣わ、平凡 

む喩龙でわあろが資にさながら畫そのもので 

あみ。此の牛し進化の法則に背かず・其の放 

を次第に滅じつ、めらこの事。其れより踵を 

返してツアールの宮駁.博物館等あ見物し・ 

斯くして、此のビアリストックの町に於けみ 

鮎國エスペラント大會第次二冋は大々盛會裡 

に終了れ告げた。

シレジャにも記念碑

ビアリストックに於けるざ偶然にし時を同 

じうして.シレジャに於ける有名な温泉保養 

地Bad Keinerzにも博士の記念碑が建設され 

讥。博士わ1906年から1909無迄を此の地 

に過したので、其れを記念する爲、當時の博 

士の住居でおつか別莊„ Metropoleuの橫に 

建てられ了:。實を云龙ば此の碑建設の話わ巳 

に、1909年R月22日シレジャの同志等が博士 

を訪ねた時に持上ったのだが.或ろ事情の爲 

沙汰止みさなり遂に今日に及んだのをKliem 

Lo wenberg氏の盡力に依り始めて賓現も見た 

ものでわる。碑わ高さ二米の自然石で・其の 

表面に獨逸語で

"Dr. L. L. Samenhof^

dem Schopfer des 

Esperanto ”

(Al D-ro L. L. Zamenhof, kreinto de Esp.) 

ご彫られてめ“除幕式わs月16日行われ了:。

北地情報

★スエーデン ストックホハ厶の3falarĥqj- 

den公氏學校でわ.せ處の敎師が】5歳の少年 

等に、每週四講づ、一年間エス語を敎龙込ん 

だ。そ二で早速今年の夏、此の習いたての語 

を用いてエストニア龙十□間の旅行过云うわ 

け。彼等若人等わ至ち處でエス話の便利さも 

體驗したざの事。さIありなん.さもめりな 

ん〇

又七月にわ.敎師に對すみ講習が政府の補 

助の下に開かれた。二れわAhlstrand氏に依 

りĈe-metodoを以てなされたのである〇

★ ノルウェーHammerfbstに次ぐノ ノレクエ 

ー北端の都Narヾikの同志等わ、去ち8月30 

日Scherer氏の訪れな迎え.風光明媚な以て 

知られる市近郊の峽江に一日の淸遊も試み 

た。夜わ氏の日本、シャム、ジャグア等に關 

する物めづらしい束洋の話しな興味深く聽き 

一同末滿足。氏の局地訪問わ.人の記憶から 

取殘されている此の北方の寒冷の都を、綠の 

熱して温めるに効果十分であった。

クリスチャンエスベラン 

ティスト國際聯盟

Kristana Esperantista Ligo Inter

nacia . En la fak-kunsido okaze de la 23-a 

Universala Kongreso de Esperanto en Kra

kovo oni aprobis jenan ĉiujn evangeliajn 

misiojn kaj ĉiujn internaciojn laborojn de 

evangeliaj rondoj celantan rezolucion :

La K<E.L.L, kiu same kiel ĉe la pasintaj 

mondkongresoj dum la nunjara mondkongreso 

de la Esperanto・movado okazigis evangelian 

predikan Diservon en Esperanto kaj atentigis 

homojn de diversaj landoj je la seriozeco de 

la Dia Vorto, sendas siajn plej respektplenaj n 

salutojn al la diversaj movadoj, kiuj laboras 

inter homoj de diversaj popoloj aŭ kiuj penas 

unuigi Ia protestantism〇n de la mendo, kaj 

ĝi petas la permeson atentigi pri la Dia 

donaco de la lingvo Esperanto; per kiu ĉiu 

laboro inter diverslingvaj homoj estas treege 

plifaciligita. La K.K.L.I. konfesas ĝoje kaj 

sincere la evangelian kredon, kian Dio donacis 

al ni per la grandaj reformatoroj de la rne*  

zepoko, Ĝi petas la diversajn celadojn, kiuj 

laboras por la mond-protestantismo aŭ ali- 

maniere por la prospero de la Dia regno 

estas devigataj, kontaktiĝi kun homoj, kiuj 

parolas aliajn lingvojn, provi la grandan 

avantaĝon, kiun la mondhelplingvo Esperanto 

signifas por la interkompreniĝo de Ia popoloj, 

kaj kion ĝi povus signifi ankaŭ por Ia gravaj 

laboroj kristanaj en la mondo.

以上脈文のま> 〇手紙わ

K r istan a Esperantista Ligo lnternacia, 

Quedlinburg, Pdlkenster. 4, Germanujo の 

Elise Jacobs 宛の事〇
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9月6日長野市山の神鑛泉にて 

古澤末次郞氏歡迎倉（削列中央）

9月20日富士裾野に於けみ秋李演習の横商工 

ス會の四.五年生.中央高村利義先生

東京エス俱樂部（T.EK ）
鐵道省燒失等の化め會場難で暫らく開かれ 

得なかった東京エス俱樂部わ久々にて1〇月5 

H19时鐵道クラブに開催。幹か堀!ft道氏司 

會。京都大會に於て次年度の大會招待地方な 

き場合にわ恒例によりて東京に引｝受ける 

ィ牛.幹が过して下村芳司.宗像勝太郞兩氏を 

新に加龙る件を諮り議決。前蚩灣文政局艮杉 

本良氏のInter】】acili Tago de Bonvoloに臺 

洵女學生のエス語使用に就て、幹事粟飯原晋 

氏の同Tagoの沿革に就ての話わり、兩新幹 

事のsaluto,永井叔氏の例によって妙なろマ 

ンドリン數曲ありて散會。出席四十名。

Arĝenta Kunsido第百五十冋記念 

伶合及びTEK例會〔話題エス語…

ミ國際速記——大場格氏）な7 ロ19時より東 

京銀逍クラプ（束京騎降車口下电.H活本社 

權を入り左側の木造家脳）で催Lますから多 

數御誘合せ御出席下さい。

豫告

神奈川縣エス聯盟

神奈川縣下に於けらエス運動もより以上に 

助長し.合理化、協同戰線を張る目的の下に 

今回聪盟が結成され7:。去ら9月10日19時よ 

り檢濱市伊勢崎町有隣堂にて創立總會を開 

き•档濱、橫須賀、平塚ヽ逗子等より會する 

もの貳拾餘え・平塚淸水氏可會にて會則の協 

議・今後わ每月一回集會を持つ;さに決めた。 

常任委員わ機濱:高村、飯田、福恐多。橫須 

賀:松葉.林.平塚:淸水・鈴木。

hli

BKより放送されたエス語講座わ餓道界に 

t多大の反彎を及ぼし多數の新い、同志が大 

鐵吹口1J場にも生れた。ニれな灘壬して同工 

場命議室で第一回初等講習會な開始し15名の 

旻講苕があちc每回殆んご全員出席し謫習川 

書により黑田、寺田兩氏の指導を受けてゐる。

最近の千葉

★千第エス會わ9月19日19時牛より千葉市同 

志花中心ざして會合を開き下記の決議をIた 

1・ Kinema Ligo de Esperantistoj の創設ゝ

2. 第二回千葉エス大會。11JĴ1口敎育會 

飽にて（夜わ公開ざなI音熱 劇、講航 

等の催し）。

3. エスペラント展覽會の會催等〇

★活動常設館に同志數名千葉市演藝館にわ 

說明部、咅樂部員にエス語熱高まり、6名の 

を望な同志が出來たc此處の指導者わ千葉工 

ス會に入會して初等講習を受け三ケ月にして 

自由に會話を出來ろ棣になった黑川氏r

E 9月GH輕井澤に滯在中の古澤末治
褒即郞氏わ同志野村君も伴って長野市 

に來前された。梶間艮野測候所長外會員數人 

驛頭に出迎之、雨中の市內を相伴って山の神 

歸泉に到り・猪川N K局恳、圖書飽乙部氏 

ら同志數人更に集りタ乞を共に初秋の淸冷な 

夜氣に包まれ歡談。此の席匕で豬川局長の好 

总によりN K最初のエス語に關すみ放送の 

話が定り古沟氏わ16 U夜「阈隊補助語エスペ 

ラントについて」を放送された。

而一云-SES 9月26, 27 ロエ高エス會主 
卩山 壷 催展覽修・IOJI3,4 H東北帝大工 

ス秤主催£覽會。この二つの展覽會■によって 

相當市民に何物かを與丸た二ざわ」〇月5Hよ 

り開催され7:講習會（短講.金子・15名）の紙; 

績によってもわかる。

★BI85總會10月lin14時より臨時總會を開 

き總務に中村.氏副總務に金子氏當選。
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〔宮崎縣延岡エス會創立記念9月7 H〕 〔熊本縣人吉エ沢舉寮にて夏季講習會〕

盂■云 北越エス談話會】0月2日19時よ 
新 馬 り女子丁・藝學校にて茶話會も開 

;〇19名出席c久保氏エス語にて會貝相互の 

更に强固な團結を希霓する旨を話した。京都 

大會出席者木瀨氏に北越エス會のnieskoを 

托すこざに決定。 ，

★初講=10月9日より每週火金211$間、印刷 

物にて中野文雄氏指導、*名受講。

★中講= P&j〇 /Mt用して佐藤麵口指導r 

「石み需 歸省中の处藤信夫氏度人）
呂畅•し砌の主唱により8月16|］宮崎 

縣に於けみ第一•回エス會を開催し雨天にも拘 

らすけ名參集した。此處日本窒素肥料种社に 

於て堀田金城氏指導の下にエス語花學習して 

ゐるものわVTに百名餘り居らざの二ざで將來 

有望の地である。9月1ロより一週間窒素會社 

內工友俱樂部で初尊講習が開催され4須藤氏 

指導）每回20名以上の出席者を見・7日一同 

わ城山に參集して記念撮彩。

丄处中10月4 H刖立五週年記念芒して 

一兰—piknikoを催す。參加十二名。先 

づ午前に二つ川堤防の萩な賞し,・正午船小屋 

着、有名な鑛泉に浴し後祝宴、矢部の川原散 

策、更に自動車を連"て淸水山に登り古刹淸 

水寺に詣で小憩、薄暮歸牟。

會講習だより

★長野エス會=9肢〇 □ 9時より15時（一日〕受 

講者7人、阿部勝四郞氏。

★岸和田エス會=10月6ロよりーケ月、30名

用書泄藤氏ラジオテクスト・来田、辻指導。 

女嘉穗エス會=9月【〇□より。20名、野見山。 

★出川エス會=9月5日、30名野見山指導。 

★山田エス會=SJĴ21H-27日・10名.南。 

★松阪エス會=9月14日一 20 ロ、10名•南。 

★朝鮮エス學會=9月1日ー1刚、15名.9月

16日一30日・14名.犬山時雄指導。

第一回臺倉エス大會

臺北市籠口町敎育會館にてー

臺騎のエス運動わ最近に至り頓に盛り.從 

來の支持者杉本良氏を內地に送ったざわ云え 

前［］本エス學會理弟小林鐵太郞氏な迎之.且 

つ臺北高校敎授甲斐三郞氏わ歐米視察より歸 

臺され愈々內容を充實するに至った。從來の 

エス會の外に希望社、大本のエス會相次いで 

生れ.此處に耋豳エス運動をより組織的なら 

しめる爲に第一回臺絢エス大會が開催されb 

に至った。

第一日（9月18口金831］）
13時:宣傳講演會

「新精神運動ごエス語」 

「希望運動ざエス語」 

「拒み得ざろ力」

「エスペラントに就て」

廣瀨武夫 

松尾寅吉 

淺井惠倫 

小林鐵太郞

淺井熬倫

19時:ラジオ放送

「凰際語の必要ご可能性」

第二日（9月20日日呢日）

10.1$:發會式

1.大會委員（小林.甲斐）の拶挨

2・會長（帝大總長幣原坦氏）推戴

3.會長開會の辭 4.報告

5.エスベーロ

6.各會代表の挨拶

13峙:大會分科會

A.科学者會B.實業家會C.敎育家會

D・宗敎家秤E.ブロ•エス會

14時:大會協議會〔議艮小林鐵太郞氏〕

1.分科會報告2 •臺㈱エス聯盟組織〔卽 

時可決ヽ幣原氏觸盟會艮に推鉞）

15時:懇親茶話會

〔大會參加者1L9名3

エスペラント展覽會:18日一 20 H敎育會舘
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學校だより

〔東京:府立高等學校エス會〕會員/名》 

每週二回放課後一時間會合し„ Fund・de 

Esp.“の硏究c機關紙„ Verda Stelo "刊行。 

委員佐藤敦行、齋釦园治。

〔横濱:橫商エス會〕1〇月3日Sabato例會 

な開催.今學期中の事業を決定次の如し。

1.第二回展輩會。2.初等講習會。3.會 

合・ザメンホフ祭.Sabato例會。4.機關紙 

„ Sabato 發行〔神奈川縣エス聯盟わ當分橫 

商エス會で御世話するこeになってゐます。 

通信わ當會•內神奈川縣エス聯盟宛〕。

〔奉天:滿洲醫大エス會〕委員長峯一ド、委 

員氷本.岩山。e月12H開柬記念祭に展覽會 

開催。第一 grupo =カノレロ輪讀、第二grupo 

=Higieno k. moralo,第三 grupo =會話會〇

〔朝鮮:髭城〕石宙明氏指導にて松都高等 

普通學校博物敎室を使用し一週二回放課後初 

等講習（約30名）。

〔京都;同志社エス會〕9月16日第二學期 

總會・スター食堂にて、8名出席。

★10月5日初等講捋 野村氏指導.6名參加。 

★10月6日中等講習 火木畫休.7人Karlo.

——地方會——

★千葉エス會（？）

千葉市本町一丁目 靑島友美方 

★東京府立高校エス會（14）

東京市麴町區府立高等學校內 

★神奈川縣エス聯盟高村利義

機濱市屮區南太田町 橫濱商業學校內 

★富山エス停（30, 5） 6.4.】・石黑彰彥 

富山市中千石町石黑曲科幣院內 

★岸和田エス會（30）米田徳次郞

岸和田市昭和逋り西方寺

〔移動〕★人吉エス窃 氏表者 勝枝利純 

★仙臺エス秤〈43）責任者中村貴義

仙墨市琵琶首町か庄子方金子義雄 

★臺北エス會 臺北市橫山町七六安田勇吉 

★第一早高エス會 牛込第一早稻田高等學院

〔地方外創立にわ丫:ってわ會名ヽ所在地.責 

任者.會員數等明細に報告されたし〕

ーー地方會機關紙——

★ La Norda Brilo. N-ro I. Sep. 1931.エス 

警及會北海本部・騰寫刷半紙S頁。中村久 

雄氏編輯

★ ifonata Raportaĵo, Sep.193】. 大牟田工 

ス會・騰寫刷牛紙12頁

★Libero 34.京部三高エス會

★Tra la Mondo, 23.京都同志社エス會

*JBLE 3.京都佛敎エス聯盟

★FER &柬京鐵道エス會

新聞雜誌とエス語

★極東時報1】36號—ーエス語味—大山時 

雄氏。此の雜誌のエス語表題わLa Revuo 

Orienta （Seinejna Revuo）.
★新興基秤9月鮭—エス講座——城戶崎氏。

★無宗敎運勤3の4—此のtitoloわエス護 

で しa Senreligia Movado.

★臺北ロータリークラブ會報5---- 小林鐵太

郞氏のエス語に關すか講話。

★キング11月號——エスペラントざわ何です 

か〔質問糊）。

★新愛知6・1〇・1〇—新しい國際語の制定 

霍藤福井中學敎諭の歸朝談。 •

・中外日報6-10.1——佛陀のエス語根の問 

題r

★つ之創刊號ーー輕沼英之助氏の記事。 

★青年府創刊號（5轻9月）ーエス語講座。

★聖城公論9 • 27---- エスベラントについて

----竹內藤吉氏。

★大聖寺商報——エスペラントの硏究に就

ヨ常の生活 えエス語を

日用品にエス語が使用されてゐる位エスペ 

ラント熱病患者をよろ二ばぜら・のわあらま 

い〇エス乂ラント•ハンカチーフ、エス•鉛筆・ 

エス•萬年筆、エス•ペンゝエス•便箋（インク 

さ封筒わ未だ聞かず）エス手拭導々。此らわ 

未だ家庭的でわない。今度橫濱市中區上町2 

の26寳美堂より發賣された識味料『ホング 

スト』（Bongusto）わ聞いた£けでもうまそ 

うだ。店主宮崎敏夫氏わ古き同志である。

登山記念スタンプ

臺鴛屏束農業學校敎諭關矢定一氏わ新高山 

わ!!本一の高山^して有名であり乍ら登山記 

念の烙卬のないのも适憾に思い「新高山頂上」 

ご山の输ご共に，,1，3 Supro ĉe Niitaka 

Jama uのエス語の入つ了:烙印な考案され新 

高山下警察署に寄贈され了:。この烙印わ金剛 

杖に押捺すろtの。〔Niitakn Jamaよりも 

Monto Niitakaさしてほしかつ了:〇此の力が 

一般的でもわりエス語む知らぬ者にも少し位 

外國語のわかる者なれH理解出來ら。處が 

Jamaわ普通ジャマでしか讀めない。（エスペ 

ラント式ローマ字わ一般的のものでわない） 

故に此のJamaわじゃまな字だ〕。
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放送局を動かせ

大阪のエス語講座放送に鑑み東京でも學會 

を通して放送局龙建議してみてわざ會貝より 

お言葉がありましたが.放送局わ聽取者本位 

にてその潘組を定めみものなれば、團的の名 

を以ってすおし、聽収者一個人の投票諄さ同 

じしのであり、ニちらの出やうによってわ却 

って反感も迄龙買ひ兼"ないのであります。 

次衆の叫び卽ち輿論の喚起二そ放送局な動か 

す武器でわります。放送局わ每年一定の時笳 

に各聽取苦の放送希累を調査すみtのであり 

ますがその折わ是非各エスベランチストわ時 

む移さすエスiii講座放送を巾出み樣又わ各人 

共力して放送局に續々ご投書すみも効果おる 

ミ思います。

エス界i斬く盛ならんさすみ期にあって各人 

わー府の自重を以って奮動努力されん二芒を 

望む。

——輿論を喚起せよーー

佛敎兒童清物館とエス語

中井玄道氏に依って提唱された佛敎兒童博 

物舘わ京都阅山公園に赭設備なって10月4日 

より開館し了:。同館わ兒童の國際的親善をそ 

の目的の一ざしてゐる。從ってエス語わその 

間に於て重要なみ役割な演すべきでめる。此 

の意味に於て館內にエス語部が置かれる;ĉ 

にむつ仁。兒童關係のエス語資料の寄贈.貨 

與或わ御指示ぶ乞ふ。（京都市同山公園、佛敎 

兒童即物館稻山）

★ KORESPONDA FAKO 女
揭載者わ必ず返爭を出すこご・學伶々 

贡 わ 年一回 無料・por neabonantoj 30 

senoj unufoje,（一回30錢揭載雜誌呈）。 

L=lelero, P = po .tkarto, 1H = ilustrita 

poŝtkarto, PM = post marko, dez. = dezi ras, 

kore. = korespondi, interi = interŝanĝi, koi. 

=kolekti, E=esperantnĵo, kĉ）.=kun ĉiu 

landaj （samideanoj）.

U・ S. A.
★S-ino. Margaret Schneider （六十歳・元敎 

育家）

Bichmond Ilighlands. AVashington.

★S-ino. Rachel B. Martin （三十歳.小學校 

敎師）

738 N—175 th St・ Seattle, Wash.
★S-ro. A. B. Lenz.（五十五鼠 園暫家） 

Route 2. Bothell, AVash.

★S-rino. G-ayce M・ Burt;1720 magnolia 

Blvd. Seattle Wash.

會員の聲

◎「初等エスペラント」わ外觀わ大變立派です 

が內容が貧弱です。報道の頁を少なくして學 

習の頁を多くして下さい。（橫濱、石黑） 

X來年度よリ御希累に添う事が出來ます。 

◎野球用語のエス譯及各種運動競技等の術語 

もR. 〇.で發表してFさい。（京城、大山） 

© Proverbaroの譯又わ註解あ出版或わ KO. 

に揭載して下さい。（吳.關口）

X此の方面に興昧ん有する方からの御寄爾を 

御待ちして居りますC

◎1）學會の硏究會の速記めい记ものをK. 〇. 

に揭載こて下さい。わ飜譯エス文にわむろ 

べく原文（日本文）も添へてドさい。作文の練 

習になる壬思います。（東京・新井）

刑務所の中より

◎豐多摩刑務所內の備付本の目錄中にわ悲し 

いかなエス語の本が一册しない。たったー册 

でIあつ九らごんなに嬉しくカ强く感す•ち二 

ミ仁らう。語學の部の目錄わざうしても英語 

が一番勢力がわる。未決のうちわ私物の木で 

勉强が出來らが旣決にむみざ一切私物わ許可 

され/□さ云うから官本にエス語の本がないざ 

學習のカ法がなくならわけで折角習っおエス 

語も忘れてしまうおそれがあみ。そ二で貴學 

會或わ各同志が刑務所にエス語書籍の備付あ 

肯、められみこ同時に何らかの機會にそれを

•寄贈される!过む望んでゐろ。（吉田生）

★S-ro. 〇, 〇. IIuntlcy （三十歳、店員、運動家） 

4410 Dayton Ave. Seattle 、ヾash・

★S-ino. May H. Bullis （五十战、音樂愛好） 

1327—A. Terrv Ave. Seattle Wash.

★S-ro. k. S-ino.ヽV・ Jackson （prezidanto de 

S. E・ S.）

207-13182 2 nd Ave. Seattle Wash.

^MEKSIKIO = S-ro Rodolfo de Ruiz;135 

Libercreco Avenuo, San Luis Potosi.カト 

リックのS-anoの住所な知らせて下さい。

„ Patro Nia uも日本語（ローマ学又わカナモ 

ジ）に謁して下さる方がほしいのです。

★HJNŭARUJO = S-ro Veto Arnold; Budapest, 

V Katona J6zsef u. 31.dez. interi PM.

★GERMANUJO=S-ro Paul Meyer; Chemnitz 

Sonnenstr. 48. dez. kore. kun gejapanoj.

Japanujo
★S-ro. J. Kaŭakiŝi: Inami-mati, Toyama- 

ken. dez. kore. pri erotikaj temoj.
★S・ro. T. Kadomae; Ozeko, Yamada Mie- 

ken. dez. interŝ. PK. Pl.foto, E-ĵo.
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LA BARBISTO
「理 髮 師」

En neniu lando sin ne trovas la 
kombejo. En ĝi ĉio estas preparita 
por tu aletado> Tie oni t ondos, 
frizos, aŭ lavos la harojn； kaj razos 
aŭ masaĝ s vin.

Ni eniru la k ml)e]0n kaj rigardu 
tion, kio okazas. Sur la muro en 
fronto staras tri spegulegoj. Tri 
personoj kun s：a vizaĝo al spegulo 
sidas sur seĝoj en unu vico. Antaŭ 
ni estro tondas la harojn de kliento 
per tondilo. Flanke de li helpanto 
razas alian klienton. Li kovris la 
vangojn kaj la mentonon de la kliento 
per sapa ŝaŭmo, kaj jam pretigis 
razilon por lin razi. Sur la pro
ksima seĝo kuŝas la tria kliento, 
kies harojn oni brosas per elektra 
broso.

Harlavo post la tondo liberigas 
la kapon de haŭteroj kaj graso kaj 
ĝin plene purigas. Kiam tmlctndo 
de kliento estas finita, la barbisto 
brosas lian veston kaj helpas lin 
surmeti la palton. Kelkaj sinjoroj 
sidas sur komforta sofo legante 
^urkalajn, kaj atendas sian vicon.

■・・■■■■■■■■・・・・・•■■■■■•■■・・・・■■・・■■■■■

【ぎ】barboあごひげ〇 kombi梳;5 〇 pre- 

prri準備する。tualet〇整容材斜器具一式。 

tondi剪み切ろ〇 frizi髮も縮らす。razi剃Z» 〇 

miisaĝiマッサージすZ 〇 rigardi眺めZ ° 

fronto前面.正血。spegulo鏡〇 vico列・順

【譯】何處の(neniu)國でも床屋(komb^ejo/ 

の無い(sin ne trovas)處にありません。其 

處に仁整容の爲(por tualetado)わらゆら物 

が準備されてあります。其處で皆さんは髮を 

刈ったり、縮らい:り、洗ったりしてもらひ. 

又毛な剃り或仕按凜をしてもらひます〇

床屋へ這入って.何んな事をしてゐる加 

〔何事が起ってゐみカ'ĵ (kio okazas)眺めまぜ 

う。正面の(en fronto)壁に(sur)大鏡 

(spegulego)炉三つ立ってゐます。三人の人 

ひが别々に鏡に向(kun sia vizaĝo al spegulo)» 

一列に(en unu vico)椅于に腰掛けてゐます〇 

我等の前では親方が鉄で(per tondilo)お客 

の髮を刈ってゐます。彼の側では(flanke de 

li)助手(helianto)が他のお客の髮を洗って 

ゐます(mzas)。彼はそのち客の頰さ頤こも 

石鹼の泡て(per)覆ひ包み、そして早Gani)- 

剃らんとして(por lin razi)剃刀ま(razilon) 

手に持ちました〔準備完成せしめました〕 

(pretigis).隣の(近くの)椅子には三番目のお 

客が腰を掛け.電氣ブラシで(per elektra 

broso)ブラシを掛けてしらってゐます。

散髮の後、髪を洗ふさフケ(haŭfero)や脂 

肪が頭から取れて.サッパリと(plene)淸潔 

になります〔散髮後の洗髮(baklavo)はフケ 

や脂肪から(<le)頭を自由ならしめ(liberigas) 

又頭をして完全に淸潔ならしめる〕。お客の 

整容がすむと(kiam)理髮飾はお客の(lian) 

服にブラシを掛け、外套も手っだって着せま 

す〔着あに手ったひま苛〕(helpas lin sub

meti)〇 數名の人々が安樂椅子(komfbrta sofo) 

に(sur)腹掛けて新聞が證み乍ら自分の蒂を 

待ってゐます。

番。estro主艮。kliento顧客〇 kovri覆ふ. 

vango 頰〇 mentono臣貝①sapo シャ・ン〇 

ŝaŭmo 泡〇 haŭto 皮虜〇 !ibera □ 由な〇 graso 

脂肪〇 palto外套。komforta心地良い〇
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EL FABLOJ DE EZOPO
(初尊註課イ ソップ寓話)

小坂狷二

ANSERO DONANTA 
ORAJN OVOJN.

Iu liomo havis bonan ŝancon 
posedi anseron, kiu donis al li po 
unu ora ovo por ĉiu tago. Sed mal
kontenta de tia malrapida gajnado, 
li ekvolis akiri tuj la tutan trezoron, 
mortigis la anseron kty, malferma ute 
ĝin, li t rovis ĝin ——t ute tia sama, 
kia estus alia ansero !

Multaj volas pli multon kaj perdas 
la tuton.

■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■ ■ «MB ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ «MB ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■

（doni （又（エ de'meti） ovon 卵を生む 

'naski infanon子供も生む

Ŝanco （う土 く行く）率逹,僥倖 

sorto C其人にくっついた）建命，宿命 

gajni （損失に對Iて）もうける,利得す. 

akiri=havigi al si 手に入れみ 

po仁前置詞故その後に置く語は必ず主格 

の二ざ 〇 Ĉiu el ili havas po tri pomoj.彼等 

"皆林檎を三つ宛持ってゐち（po tri pomojn 

せせず〉。

前置詞porが吋間を示す時は夫々の時（問） 

匚對 しての意〇 Li havas apartan veston por 

ĉiu horo・（一時間一時間）（每時に對し.て）別 

なちがった衣物を持ってゐた。

AZENO KAJ
LA MASTROJ

Azeno, kiu apartenis al ĝarden
isto kaj havis multon por labori kaj 
malmulton por manĝi, petis Zeŭson； 
ke li ĝin savu kaj donu al ĝi alian

金の卵を生む稳鳥

或t (iu)人が每日(por ĉiu tago)金の卵を 

一つ宛(P。unu ora ovo)住んでくれる(kiu 

donas al li)驚JV匕所有するの幸運4- (bonagi 

ŝancon)な有してゐまし讥〇然しそんな遲々 

f： S (malrapida)もうけ(gajn^ad1〇) \t 不滿に 

なって(malkontenta de)彼(エすぐ樣寳物全部 

4»(la tutan trezoron)手に入れ(akiri) 了:いざ 

云ふ氣を起し(ekvolis),お鳥を殺しそLてそ 

れな切り開いて(marferm^nte)見ますろさ(li 

trovis ĝin) 他の麓烏さ全く變りがなかっ 

た(tute tia sama, ••• )〇

多くの(者)厲慾はって(より多くのものを 

欲しvolas pli multon)の二らず花失ふ〇

(havi C一般に)有つ,(何に□何が)有ろ。 

I Li havas patron.彼に任父があ 〇 〇 posedi 

所有する

/voli欲してゐる，(何々)すみ氣がめる 

Iekboli氣を起す

(
Malfermu al mi la ovon.卵なわって下さ 

い。. . 一

Li mortigis la serpenton kaj (tranĉe) ĝin 

malfermis.蛇を殺して立ち割っね。

Li trovis ĝin ture tia sama, kia estus alia 

ansero = Li trovis (ĝin)t ke ĝi estas tia sama, 

kia estus alia ansero.他の鸞鳥がそうであb 

ペきざ正に同じその榛なものであるさ彼(［そ 

れも見出しア:,見るさ他の蕙鳥が然かあちべ 

きさ全く同じであつ7:。

驢馬ご主人

植木屋に飼はれてゐて(に屬してゐてkiu 

…al ĝardenisto)仕事が多くて食ひ物の少い 

(kiu …havis multon por labori kaj mal

multon por manĝi)驢馬がせウス神に救って 

下さい(ke li ĝin savu)そして池の主人か與 



10 351

mastron- Zeŭso, kolera pro ĝia niai- 
kontentemo; transdonis ĝin al potisto. 
Nun la azeno havis pli pezajn 
ŝarĝojn por porti ol antaŭe, kaj ĝi 
denove komencis peti Zeŭson pli- 
£iciligi al ĝi. La dio do disponis, 
ke ĝi estu vendita al tanisto. La 
azeno nun falis en ankoraŭ pli mal
bonan manon. Ĉiutage ĝi vidis, je 
kio la nova mastro sin okupas； kaj 
kun ĝemo ĝi ekkriis : Ho ve ! kia 
malfeliĉulo mi estas ! Ha； pli bone 
estus， se mi restus konte nta ĉe mia 
unua mastro, ĉar mi nun vidas, ke 
mia nuna posedanto ne nur min 
laborigas pli malfacile, dum mi 
vivas, sed li ne indulgos mian £?lon, 
post kiam mi mortos.

Tiu, kiu ne kontentns en unu 
loko, tre malofte estos feliĉa ankaŭ 
en alia loko.

———   ---------------------------------------------------------------i l-------------------------ir-j----------------------------------------- r

La Hbro apartenas alIi. その本仕彼のです 

（彼に屬する;）

〔注意3 La libro estas liaさ云ってもよい 

が,apartenas al liの方が磬通用ひらろ。

（Mi havas nenion por raporti al vi.何も御 
J報告申す二さ（Iありませぬ（報告するむ 

iめの何事もない）。

I Mi havas multon por skribi.書かれ（てなら 

ぬ事がざつさりある。

Zeŭsoギリシャ神話の神々中の 主神セ・クス 

<Jupiteroさも云ふ）。

（
transdoniこちらからめちらへ.與へ;5,渡 

す,渡してやる

transiri移って行く 

translokiĝi禅居する

（
proponi （めゝしたい，二うしようさ）申し 

出す，（めげませうざ）巾出る,提案すろ 

disponiおゝニう过物事の處置なつける， 

へて下さいざ（ke…donu…）幻願ひしまし 

T:〇 驢馬の不平に（pro ĝia maPkontenfemo） 

御立腹のせウス神は驢馬な壺燒師（pelisto）へ 

御渡しになった（tnmfdonis）。今や驢馬仕削 

よりt （〇!antaŭe）もっご重い荷を連ばればむ 

りまざんでし （havis pli pezan ŝarĝon por 

porti）,そして又しゃ（de'noヾe）樂にして下さ 

いi （plffaciFigi al ĝi） -eウスに願ひ始めまし 

T：〇そ:で神樣は驢馬が革師（talisto）に賣£> 

れるように（ke ĝi estu vendata）手配されま 

しf:〇駁馬任今や更にもつざ惡い手に陷ちま 

した。每日今度の（新い、）主人が何に從事し 

てゐるか（je kio…sin okupas）を見まして, 

靑いきをついて（kun ĝemo）叫びました 

（ekkriis）:『噫,私任何ミ云ふ不幸な者だろ 

う!ち\,私が始めの（第一の）主人の處で 

滿足してゐア:らよかったろうになあ,过云ふ 

のは今度の主人は私の生きてる間仕（dum mi 

vivas）私な酷使する（困難に働かせめのみな 

らず（ne nur・・・sed）私力:死んでから（I （post 

kiam mi mortos）私の皮花も容赦しない〇

一つの場所で滿足せぬ者は（讪,kiu -〇他 

の場所に於てI亦幸福でわる事は稀だ（maf- 

ofte feliĉa）o

■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■ ■

I （意のまゝに）處理すみ（御隨意に人に）
\使用させる。

Homo proponas, Dio disponas. 何々し了： 

いざ云ふの口人間だが，それが成否は神が處 

理なさみ（人事を盡して天命もまつに當たる 

諺）。

Tani鞭す（皮feloをなめして革】edoざ 

す〇 ; tarkisto革師,软屋〇

Okupi （軍隊がめら土地4»）占領する,（物 

が空間を）占めみ〔或ち仕事が人も占領,卽 

ち）時間,手がふさぐ;sin okupi je〜 

に自分の手や時間をふさぐ,卽ち）~に從事 

すあ;esti okupita （仕事に時問や手をふさが 

れてゐ6 卽.ち）忙いゝ。

Gemiうめく; kun ĝemoうめいて

Posedi所有する;posedeanto所有者 

antaŭ ol.......する前に'せめ内に

post kiam.......して後に
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エスペラント文法初步(5)

§10主語,補足語,目的語(锻め

(2) 不定法動詞。名詞て•厲ないから目的 

語ざなってもを附けろ必要找ない。

1・ Morti pro la patrujo estas agrable.祖國 

(patrujo)のため死すろは愉快だ。

2. Koni pin mem estas malfacile・已を知 Z>

(IKLo

3・ Morti estas dormi, trankvile dormi・死ぬ 

みこ(I眠るニさだ，靜かに眠る£云ふ 

こざだ。

4. En varmega tago mi arnas promeni en

admo・:署いHにじ私は森の內を散歩 

するニミを好むC

5・ Mi deziras vidi S-ron A・ A さんにお fĵ 

に懸りたい。(A氏を見る事を欲てち)

〔說明〕】・ Morti (pro la patrujo)が主語: 

pro patrujoは其の中の副詞語;estas agrable 

は說明語。說明語は動詞(不定法)を受けら 

のだからagrableミ副詞在•用ひる(名詞乂は 

其代用讥る代名詞を形容するは形容詞，其他 

の場合,例へば動詞花彩容すおd副詞の役目)

〔注意〕不定法仕『動詞』の一形式。

2. Koni (sin mem)は主晤。

3. Morti (工主語;dormi, trrnkvile dormi 

4補足語。

4. Promeni (en arbaro)は目的語〇 en var

mega tago (t文全惴!に對すあ時の副詞語;en 

arbaroはpromeni |二對す;5場所の副詞語 

(promeni en arbaro全船で目的語を成す)〇

5. Vidi (S-ron A)は目的語,S-ron A は目 

的語中のvidiに對すら目的語。Miは主語。 

Deziras vidi S-ron A全閃で此の文の說明韶 

なってゐる。

(3) 文(但し接紹詞附)。

1・ Ke li sukcesos, estas ekster dub〇. 彼が 

成功するニざは疑の餘地代ない(疑の 

圏外にある)。

2・ Estas dubinde, ĉu li venos.彼が來みか 

ごうか(［疑厲い、。

3. Nun la demando estas, ĉu li konsentos.

今問理厲彼が承知するかビうかZ云ふ 

二ざた。
4・ Ĉu li diris, ke Ii venos ?彼(［來みさ云 

つ7■:のか。

5. Mi ne scias, kial li ne ヾOnas.なぜ彼が

來ないか(を)私(［知らん。

小坂狷二

〔說明〕1・Ke li sukcesosが主語,そして 

その中で又liが主語でsukcedosが說明語。 

estas ekster dubo任全船の說明語で，その中 

ekster duboむみ句に補足語で,二れは(estas) 

eksterduba过一語にも出來み〇

2. Ĉu li venosが主語。此の塩合も主語は

名詞でないからそ紅を受けみ說明語の補足語 

は形容詞も用ひず副詞にすみこさ。(めの例 

1•の場合ミ同様。 .

3. Nunは時の副詞語,］s demando主語; 

ĉu 3i konsentosが補足語;li (て又その中の主 

語,konsentos が說明語〇 Estas, ĉu li kon

sentos で全ffi!の說明語。
4. Ke li venos (I g的語。Cuは疑問の噩 

詞語,liが主語，diris, ke li venos全體で説 

明語。

5. Kial li ne venas (［目的語〇

(4)名詞の如くに用ひられた助辭又は副 

詞。

1.Kvaroble kvin estae dudek,四倍の五は

- 二十(四五の二十)。

2・ Tro da kuiristoj difektas kaĉon,めまり 

料理人が多いざ(料理人の數のあまり 

多過ぎる仁)粥を損ふ(船頭多く Lて 

舟山に登あに當ち諺)。

3. Tie ĉi estis akceptitaj jam multe tre 

gravaj gastoj.此の處に旣に筝數の 

まらいお客沪たいそう重要な客の多 

くが)歡饼せられてゐた。

〔說明〕(Kvaroble) Kvin は主語，du

dek は補足語。

〔注意：)Kvaroble (I kvinに附した形容語 

だがkvinは名詞でないから形容詞形にせず 

副詞を用ひろ二ざ，(Rの例1に說明した通 

り。但し次のkvinは名詞の如くに用ひられ 

てゐるのではなく，『名詞が略され了:』場合で 

あちから本例ご仁異る。 ・

El liaj ses infanoj kvin estas malsaĝaj.彼 

の了・供の六人の內五人は馬鹿だ。

是(I kvin infanoj の略だ“ら malsaĝaj さ形 

容詞形を用ひりばならわ。

2. Tro (dii kuiristoj)が主語〇, :？

3. Tie ĉi は場所の副詞語,estis akceptitaj 

は說明語，jam時の副詞語,multe (da tre 

gastoj) (I主語〇
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石原榮三郎氏原作 

山中英男氏エス譯 

【編輯部裝幀】 

五十年後の社會 ’
かつて大阪朝日新聞の懸賞映畫小說に一等當 

選せしもの.五十年後の科學壯界を描きし興 

味わち諛物.同新聞社の好怠ちる許可を彳3て 

次阪の同志山巾英男氏が斯進氣銳の元氣發刺 

たるその筆により譯出した模範的なエス文〇 : 

推庾措く能わざみ爛邊の好記物。

送料4錢

Verda Karto
『綠の札』

闔

四六版美裝180頁 定價!.00®]

二・

u

7；

絕對に割れぬレコ

內田ヴォーカルフオアのテノ ール歌手

送料40錢

待ちに待たれたesperantistaj himnojの蓄昔器レコード

兩面」枚

頒價!.50
山紗道夫氏吹込!

伴奏Esp.界の名ピアニスト藥學博士塚本赳夫氏 

製作は...... 一流のパノレロフォン會社電氣吹込

衣演說會話レコード（小坂捐二氏吹込）

頒•價1・20囿送料40錢（送料三枚まで40錢） 

任が レコードを實養頒布に付割引力出來ません

人牛"ヽ：ヾ｛・兔ぬ，*: 5阪 マド’.ヽ十 弋・VなM

額面用………1
ザメンホフ博士肖像定價15錢送料2錢 

二a二繪の大きさ10$x16=x^
エスベランチストわ日常の生活をザ博士ざ共に

•…•…グラビュア印刷・限定五色部出版…••…

ノト型綠星章 定價送料共30錢

銀塞、白地HI形に綠星（從來の转缨刀文字のなきもの）

☆五芒星形ネクタイビン 定價送料共30錢

背犢の胸にヽ婦人の襟かぎりに應用出來另エスペラントネクタイビ 

ンわ二れだ。

SS

凰

f锅私农活心、妁沱•ヾ昭＞円d：近.;き理.「了. *,ンバナ・•し..鼻・ ：

算爲幣箭 舉日本エスペラント學會蠶!隘綿僵I
••ゝ”・切;内・ 乂/ eノ产”対刑晞・处りお；m淨!塑^・ぷ 二Ĥ二“:;性



En La N ebulo
戲第•■••疝な厂曲悴土曲がン・辭お痔Aな®

山本有三原作 

ラジオ・ドラマ 

露木淸倉譯 

菊半截32頁上質コットン紙印刷鮮明

定價15錢・送料2錢著者裝幀體裁優美

1927年7月東京JOAKより放送されて大好評を博したラジ 

-才•ドラマのエス譯。船に關する用語が各所に散見し此の 

方面の知識を得る好參考資料であS尙卷末に術語註解を一頁 

添えて初學者の便誼に供した。

譯文流麗一講習會に好適

ザメンホフ讀本 （全三卷）

ゝ4漲

城戶崎益敏編 ザメンホフ全集の縮圖

★各卷50頁定價20錢（送料2錢）★合本.159頁定價50錢（送料4錢）

------ 合本にはザメンホフ博士の寫眞を揷入す-------

★第一卷（ザメンホフの飜譯物より）籍? 了りに解題、讀解上の註

（1）アンデ"セン童話（1•王樣の新い、御衣2 •醜い家鴨）〇 （2）エスペ 

ラント諺集抄（60旬）。（3）檢察官（最後の二幕）。（4）聖書抄Q・天地 

の创造2 .詩篇第23篇3 •偉道之書より）。（5）ハムレット（4つの有名なみ 

ハムレットの獨口）〇 （6）マルタ（1•最初の不幸2 •屋根裏のマルタ3 •最後）

★★第二卷 （ザメンホフの原作物より）各課の終りに解題む附す。

（7）エスベラントの由來。（8）エスペラント主義に關する宣言。（9）人 

類人主義について。（10）將來の國際語。（11）大會の演說（5ツ）。（⑵ 

リングゲイ•レスホ•ンドイ抄pツ）。（13）書簡抄（6ツ）。（14）原作詩抄Gツ）

★★★第三卷（ザメンホフに關する著作より）各課の終りに解題を附す。

（15）ザメンホフ傳（レマノ•ザメンホフ）。（16）第一書の出現（プリヴァ）。 

（17）第一回萬國去會（プリウ・ア）。（18）ザメンホフ會見記厂デヴヤトニン）。

（19）ザメンホフの最後（プリウ•ア）。（20）吊辭（ク・ヲおウスキー）。（21）國 

際語運勤に於けるザメンホフの役割（ドレーせン）。（22）ザメン水フの詩にっ 

いて（プリヴァ）。（23）エスペラント主義の內的思想（ドレーセン）。（24） 

〔邦文〕ザメンホフ故地巡禮（土岐善脊）。

P付錄 1・ザメンホフ年表（ザメンホフ在世中のエスペラント運動の歷史さ共に） 

H.エスペラント硏究圖書目錄

•…
LfAnの!5 Ia0本エスペラント學會 振替口座柬京!13251



新着洋書

4.50 (14)

1.80 (6)

-- 1 定（C圖（送科貝）
TRiDEK JAROJ EN LA ORA NORDO ......................上製 2-50 （8）並製 2-03 （8）

H險靑年、Velzl仕徒歩で西比利亞隹橫斷Iて北氷徉に出で、エスキモーの間に 

居住し尖。小說より奇。譯文流麗。

HISTORIO DE KRISTO ...................................................

Giovanni Fapiniの世界名着・宗敎家も反宗敎家も讀め・570頁。

BIBLIOGRAFIO de LINGNO INTERNACIA.......................... 500 （內地 21,其他 24）

Stojan編述.今迄世に出了:めらゆみ世界語.國際語の文獻六千餘種解題。

LA VOJO RETURNE ................................... •上製 425 （21）並製 3.00 （21）

『西部戰線異狀なし』のルyルクの第二者『其の後に來るもの』。

STREĈITA KORDO.................................................

エス文堰の巨星.K. Kulocsajの近業.百餘篇の詩む輯む。

I」NGVO, STILO, FORMO ...........................................................1.40 （4）

Kalocsayが文法を書いた!造語afiksoj等の硏究・發音、平仄及押韻誓。詩聖 

の文法む讀め。
EJGENO ONEGIN .........................................................

攻衆プーシキン作中異彩わる歆文小說・古典そのま、の船裁製本。

KARLO............................................. ........................

久しく絶版品切中の處、新版到着。在匝艘富.講習會に好適。 

VORTOJ DE LANTI ......................................................

SATの鬪將Sennaciulo主筆のしantiの論文集再着。

JARMILO 1 PASAS................................. / 第一卷 4.40,第二卷 4.10「各 21）
JAKMILUJ IASAS （二卷一揃 7・50 （內地 33,植民地 44）

何人も常識こして一諛の必要おるエス葫原作の世界文化史、美本。

1.50 (4)

0 25 ( 2)

1.00 (4)

財 
法人 日本エスペラ > 卜學會洋書取次部

版=
木好次•板橋

二模 範
鴻共著

新
岡

獨
話）

エスペラント
（文法ビi會

我が日本エス學會の巫鎭閒本氏ミ註譯詩集花束に依てエス界に令名ある板橋醫學博士 

の共著でめみ故・本書の價値な玆に喋々する要はあるまい。前編二十三課CS餘貞）に於 

て語法も詳汎し・後編二十六課（百餘頁）は對譯の會話で贺地的にエス語上達ぜしむ仕組。 

發行書建（［嘗て明治三十九年に加藤節氏のエスペラント獨修を出版— 本邦チス普及史 

に緣深い岡崎屋書店でわち。獨習者仁勿論、中等以上の學習者にも好參考たちべき指南 

書ざ云ふべきであみ。

定價

發行所

圓 郵稅六錢

rviih*  す ヨヤ rk 東京市神rn表神保町』
岡 №可 M 舌 丿占 振替口座束京2514番

歡日本エスペラント學會取次所



革命記念號

处

勞働者農民の語學硏究雜誌
たれにもも\ぼえられろエスペラント

・ヽ:・・ Ŭ汝を.ヽ 渔邦hf・グ:Hつ 込仝厂认伦、%V.•い・

レーニンの電燈.... D.スネジコ
トラクターの話（2）…….園部四郞 

グラフ（1917—-OKTOBRO——1931）

☆病篤きセン片山（ブロエスの先輩） 
☆日本エスベラント大會記

★俺たちの字引（ブロレタリア日用語）

國際プロエス運動 

ポエウの旗は進む 

P E Kのペーヂ

★カマラード

新刊•紹介
>'，メ .・占浚・:” •ゝ K艺 4:彩琳・凝/*.

11月革命記念號

20セン（送料2錢）

LA TEKSTO UNUA
（初版發禁•改訂版出來） 

プロエス初等講習書，全16課 

勞働者の生活とエスペラント 

を題材とR仝課一貫の内容， 

卷末に文法要約.國名,都市名 

略字表を附す。

定價乂錢 ボエウ發行

I東京市神田區一ツ橋通九 

訊鐵塔書院 
所|振替東京13 7 8 9

發

エスベラントを學べ!
（ポエウ・パンフレット第1«®

内 容

エスペラントとプロレタリア

エスペラントの歷史〇エスペ 

ラント運動の現勢。國際通信 

運動。外國の同志の手紙。ポ 

エウとは何・か。エスペラント 

はどんな言語か〇エスベラン 

トを學ぶには。どんな本があ 

るか。プロエスに閱する知識 

の要約的宣俺書。

發禁!定!SiC錢

ボエウ發行

發
行
所

め

德
永
直•
豐
年
飢
饉(
エ
ス
譯)
.
.
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高
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弘

東京市神田區北神保町11
日本プロレタリアエ凤ペランティ夫ト同盟

振替東京6 6 2 3 0



1932年度外國雜誌取次一
締切_H月〔5日（期限後は絕對に取扱ひません）

:EROLBO DE ESPERANTO 年6圓

週刊數聞（年也號）、菊四倍版8貞・多數寫眞版入記事豐富報道敏速。

LITERATURA MONDO 年3
:Bagby, Koloe吁等エス文學界の諸明星執乐編阿・文藝美術專門雜誌、四六四倍版 

淤頁。極上等紙印刷鮮明、多數美術寫眞入。

ESPERANTO .................... 會費（年鑑付）共5圆;雜誌のみ4圓

萬國エスペラント協會機關、月刊、菊倍版約20頁・論說社會文藝等。

SENNACIULO 年5
SAT幹部圧機關・週刊.菊倍版じ頁、無産運勤・社會問題。

NOVA EPOKO 年2
SAT發行.刀刊・文學及科學の待別雜誌。祉會敎育的好讀物。

INTERNACIISTO ；........................ .............................年1圓 70 錢
STAのOpozicio機臥菊倍版月2回、階級!5Ĵ爭.社會問垃等。

INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA
本年よリ取次を中止します。

【注意】（1）住所氏名仕ロオマ字又は振IK名估、明瞭に記し一垢分購讀料を添龙 

當會宛申込まれたし。⑵鄴誌は先方より直送。（3）休刊、住所變更等による不 

若爭は一切當會其責に任ぜす。⑷ 本年度より引眦き購證せられる力はreabono 

（再購諛）の旨附記せられ Mo （5）轉居の箭"なみべく直接に發行所へ餌通知 

願ひたし。

-----------一外國雜誌見本!.............

Heroldo de Esperanto ............................一部送料共.... 0.15
literaturo Monda .................................... 〃 .....0.40
Esperanto ................................................... . 〃 ..... 0.25

告!!例年の通り年賀狀を發賣します。詳細わ次號にて

勝船3歸歎日木エスペラント學會豔嚟劉鷄



La Reviio — Monata Orfano de Japana Esp^ranto^Instituto»
^n^gaŭamaĉi 11115, LJŝijome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

お國に於けるエスベラブド普及・硏究・實用の中心機關 

績日本エスペラント學會
東京市牛込區新ノ li川町三の十五］J 

——【電話牛込（省）5415番——振替口厘東京11325■】——

目 的エスペラントの曾も、研究・實斤!. .、
（a）,壬スペラ.ント.底關すh各種の硏究調査及其發表

；@）雜誌及KRの利行尊

（C）議演會.講晞の開催及後後・ 'ヽ;、・
''事•菓ー ;• …一ー

ゝa冷宾他农台の咖ね達成す'ガに必浜ミ認むろ事業…

甬ほ本會に關する詳就阪び本會發刊書並に內外壬ちJ・ Lペえント輸書目錄は專券三錢封入御申込み下？い s

＜撥く.べき•廉價初等學習及宣傅用雜誌

初等工女ペラントハ

本誌*L ：V K^vuo Orientiの初等向の頁を拔き・卷頭言等を附t K tの］… 

每月五【」發行:表紙共毎號十六頁

も 「べ小—誤りざろ學習力指計ーー的说獨學の伴侶 :•…

;」瞳讀料］僅か、にー年分六十錢 半年分三卞錢;：J ；書］ 

本誌の弟分・たる「初等エスペラント」を愛護し・血く宣傅しませう 

忙…ハ.；…：.C見本は郵券五绫封入御申込み下3いゝ.!:・、 ニ）*］

••噬讀料僅か、にー年分六十

本誌購読料（邺稚別）

•mirfmifBMimtfemiifBBtieHinvHUiiiiMiBMMMim11* uniip«a

-

圖書目錄及本倖 

の詳細に關して 

は二錢切手封入 

申込まれたしっ

一都
B10 20 |

1牛年分
H1.20 1

一早含 战
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印

口座番懐I基本金專用東京32089番
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